
付議案第 44号 

 

   令和２年度使用教科用図書採択方針案について 

 

 上記の付議案を提出する。 

  令和元年５月 13日 

 

福岡市教育委員会    

 教育長 星子 明夫  

 理由 

 本件は，令和２年度年度使用教科用図書の採択に当たり，教科用図書採択方針について，

福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第８号の規定により付議するものである。 

 

令和２年度使用教科用図書採択方針について 

 

令和２年度使用教科用図書採択について別紙の方針のとおり行う。 
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令和２年度使用教科用図書採択方針（案） 

（小学校，中学校，特別支援学校小学部・中学部及び小学校・中学校特別支援学級） 
福岡市教育委員会 

 
Ⅰ 基本方針 

１ 採択は，関係法令，文部科学省の作成する学習指導要領，福岡県教育委員会の作成する「※平

成 32 年度年度使用義務教育諸学校教科用図書採択基準及び選定資料」等を踏まえて，公正かつ

適正に行う。（※福岡県が改元日前の作成資料については，「平成」で元号表記するため） 
２  本市の児童生徒の実態に即し，かつ，指導に際して適切であるものを採択する。 
３ 「第 2 次福岡市教育振興基本計画」の趣旨に即したものを採択する。 
４ 「福岡市教育委員会人権教育推進計画」の理念に基づき，人権教育の実践に適したものを採択

する。 
   
 
Ⅱ 小学校教科用図書採択について 

１ 採択にあたっての考え方 

教科用図書は，「教育課程の構成に応じて組織配列された教科の主たる教材」として，学校に

おいて使用されるものである。また，学校の教育課程の基準は学習指導要領の規定により編成・

実施される。ついては，教科用図書の採択に当たっては，以下の小学校学習指導要領（平成 29
年文部科学省告示第 63 号）の総則に示す「小学校教育の基本と教育課程の役割」を踏まえるこ

ととする。 
（１） 教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い，児童の

人間として調和のとれた育成を目指し，児童の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の

実態を十分考慮して，適切な教育課程を編成するものとし，これらに掲げる目標を達成する

よう教育を行うものとする。 
（２） 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，主体的・対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，次

に掲げる３つの事項の実現を図り，児童に生きる力を育むことを目指すものとする。 
ア  基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力，判断力，表現力等を育むとともに，主体的に学習に取り組む態度

を養い，個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際，児

童の発達の段階を考慮して，児童の言語活動など，学習の基盤をつくる活動を充実する

とともに，家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣が確立するよう配慮すること。 
イ  道徳教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊かな心や創造性の涵養

を目指した教育の充実に努めること。 
   学校における道徳教育は，特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）を要と

して学校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳科はもとより，各教科，外国語

活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，児童の発達の段階

を考慮して，適切な指導を行うこと。 
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道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，自己

の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と共によりよく

生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。

  道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学

校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊

重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図るとともに，

平和で民主的な国家及び社会の形成者として，公共の精神を尊び，社会及び国家の発展

に努め，他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓ひらく主

体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。

ウ 学校における体育・健康に関する指導を，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育

活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフ

の実現を目指した教育の充実に努めること。

特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及

び心身の健康の保持増進に関する指導については，体育科，家庭科及び特別活動の時間

はもとより，各教科，道徳科，外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれ

ぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また，それらの指導を通して，家庭や

地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実

践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配

慮すること。

２ 各教科共通の観点 

(１) 内容の範囲及び程度

ア 教科の目標達成に結びつく内容になっていること。

イ 内容の程度は，その学年の児童の発達段階に適応していること。

ウ 学習指導要領に示す教科及び学年，分野又は言語の目標に従い，学習指導要領に示す学

年，分野又は言語の内容及び内容の取扱いに示す事項を不足なく取り上げていること。

(２) 内容に関する配慮事項

ア 各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統的・発展的な指導ができるように配慮さ

れていること。

イ 言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語活動の充実について配慮されていること。 
ウ 「第 2 次福岡市教育振興基本計画」に示されている「確かな学力の向上」及び「グロー

バル社会を生きるキャリア教育の推進」のために，多様な体験的な学習や基礎的・基本的な

知識及び技能を活用した問題解決的な学習が重視されているとともに，「福岡スタンダード」

に位置づけている「自学・とも学」を効果的に行うことができるように児童の興味・関心を

生かし，主体的・対話的で深い学びが促されるよう配慮されていること。

エ 「第 2 次福岡市教育振興基本計画」に示されている「確かな学力の向上」及び「福岡市

教育委員会人権教育推進計画」の理念に基づき，互いの個性や価値観などの違いを理解，認

識し，互いの多様性を認め合いながら学習を展開し，児童が学習内容を確実に身に付けるこ

とができるよう，個に応じた指導への配慮がされていること。
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オ 体験活動，実験・実習等は，安全・衛生面が配慮されていること。

カ 学習指導要領に示す内容及び内容の取扱いに示す事項を超えた事項（以下「発展的な学

習内容」という。）を取り上げている場合には，学習指導要領の目標や内容の趣旨を逸脱し

たり，児童の負担が過重となったりすることがないように配慮されていること。

(３) 分量

ア 全体の分量は，授業時数から見て適切であること。

イ 学習指導要領の内容及び内容の取扱いに示す事項が，授業時数に照らして図書の内容に

適切に配分されていること。

ウ 各分野，領域及び内容に偏りがなく調和がとれていること。

(４) 使用上の便宜

ア 本文，問題，説明文，注，作品，資料，挿絵，写真，図等は，学習を進める上で，関連を

持たせて用意され，学習の深まりに有効に働くように配置されていること。

イ 発展的な学習内容を取り上げる場合には，それ以外の内容と区別され，発展的な学習内

容であることが明示されていること。

(５) 印刷，製本等

ユニバーサルデザインの考え方を踏まえ，教科用図書として，すべての児童が使用しやすい

ように，印刷は鮮明であり，文字の色合いや大きさ，字体，行間及び製本の様式，材料等が

適切であること。

３ 教科ごとの選定の観点 

選定にあたっての基本的な観点は以下に示すとおりとする。 

なお，文中の〔  〕で示した語句は，学習指導要領で使用されている項目である。 

4



<国語(〔書写〕を除く。)> 
1 言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現すること

ができる内容になっていること。 
2 日常生活において必要な国語の特質について理解し，それを適切に使うことができる内容になっ

ていること。 
3 日常生活における人と人との関わりの中で，思いや考えを伝え合う力を高め，思考力や想像力を

養う内容になっていること。特に「福岡スタンダード」に示されている「自学・とも学」の観点か

ら，進んで自分の考えをもち，友達と交流しながら，課題解決できる内容になっていること。 
4 言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，国語を尊重して

その能力の向上を図る態度を養う内容になっていること。 
5 〔知識及び技能〕に関する事項については，〔思考力，判断力，表現力等〕に関する事項の指導を

通して指導することを基本とし，必要に応じて，特定の事項だけを取り上げて指導したり，それら

をまとめて指導したりできる内容になっていること。 
日常の言語活動を振り返ることなどを通して，実際に話したり聞いたり書いたり読んだりする場

面を意識できるような内容になっていること。 
また，我が国の言語文化に関する事項については，各学年で行い，古典に親しむことができる内

容になっていること。 
6 〔A 話すこと・聞くこと〕については，学習したことを繰り返し用いたり，生活場面において使

いこなす機会を多くもったりできるように意図的・計画的に指導することができる内容になってい

ること。 
7 〔B 書くことについては，実際に文章に書く活動を多く設定することができるように意図的・計

画的に指導することができる内容になっていること。 
8 「読書」及び〔C 読むこと〕については，読書意欲を高め，学校図書館を活用するなど，日常生

活における読書活動につながる内容になっていること。 
〔C 読むこと〕の教材については，説明的な文章や文学的な文章などの文章の種類を調和的に取り

扱っていること。 
また，説明的な文章については，適宜，図表や写真などを含むものを取り上げていること。 
9 教材については，教科及び各学年の目標，〔知識及び技能〕及び〔思考力，判断力，表現力等〕に

示す資質・能力を偏りなく養うことや読書に親しむ態度の育成を通して読書習慣を形成することを

ねらいとし，児童の発達の段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げていること。 
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<国語(〔書写〕)> 
1 文字を正しく整えて書くことができるとともに，書写の能力を学習や生活に役立てる態度を育て

る内容になっていること。 
2 各学年で，硬筆を使用する書写の指導をすることができる内容になっていること。 
3 毛筆を使用する書写においては，硬筆による書写の能力の基礎を養う内容になっていること。 
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<社会(〔地図〕を除く。)> 
(共通) 
1 社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究できる内容になっていること。 
2 地域や我が国の国土の地理的環境，現代社会の仕組みや働き，地域や我が国この歴史や伝統など

を通して社会生活について理解できる内容になっていること。 
3 様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べまとめることができる内容になっていること。 
4 多様性を認め合い，人権尊重の精神を基盤に，社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に

考えたり，社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断した

り，考えたことや選択・判断したことを適切に表現できる内容になっていること。 
5 社会的事象について，よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養うことができ

る内容になっていること。 
6 地域社会（郷土福岡）に対する誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚，我が国の国土と歴史

に対する愛情，我が国の将来を担う国民としての自覚，世界の国々の人々と共に生きていくことの

大切さについての自覚を養うことができる内容になっていること。 
7 アジア・世界の国・地域との関わりや政治の働きへの関心を高める内容になっていること。 
8 自然災害時における地方公共団体の働きや地域の人々の工夫・努力等がわかる内容になっている

こと。 
9 少子高齢化やグローバル化等による地域社会の変化や情報化に伴う生活や産業の変化がわかる

内容になっていること。 
10 各学年において，地図や各種の資料などを適切に活用し，我が国の 47 都道府県の名称と位置，

世界の大陸と主な海洋の名称と位置を身に付けることができる内容になっていること。 
(第 3 学年) 

身近な地域や市区町村の地理的環境，地域の安全を守るための諸活動や地域の産業と消費生活の

様子，地域の移り変わりを理解できる内容になっていること。また，地域社会に対する誇りと愛情，

地域社会の一員としての自覚を養うことができる内容になっていること。 
(第 4 学年) 

都道府県の地理的環境の特色，地域の人々の健康と生活環境を支える働きや自然災害から地域の

安全を守る諸活動，地域の伝統と文化や地域の発展に尽くした先人の働きが理解できる内容になっ

ていること。また，地域社会に対する誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚を養うことができ

る内容になっていること。 
(第 5 学年) 

我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状，社会の情報化と産業の関わりについて国民生活

との関連を踏まえて理解できる内容になっていること。また，我が国の国土に対する愛情，我が国

の産業の発展を願い我が国の将来を担う国民としての自覚を養うことができる内容になっている

こと。 
(第 6 学年) 

我が国の政治の考え方と仕組みや働き，国家及び社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優

れた文化遺産，我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する国際社会における我が国の役割に

ついて理解できる内容になっていること。また，我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情，
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我が国の将来を担う国民としての自覚や平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きる

ことの大切さについての自覚を養うことができる内容に成っていること。 
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<社会(〔地図〕)> 
1 地図や統計などの各種の基礎的資料を効果的に活用し，社会的事象の意味や働きなどについて考

え，調べたことや考えたことを表現することができる内容になっていること。 
2 我が国の 47 都道府県の名称と位置，世界の大陸と主な海洋の名称と位置，世界における我が国

の位置，国土の構成，領土の範囲などが理解できる内容になっていること。 
3 県の特色や国土の地理的環境の特色や産業の関わり，国民生活との関連を考えることができる内

容になっていること。 
4 方位や主な地図記号を理解し，活用することができる内容になっていること。 
5 近隣の諸国の正式な国名が分かるとともに，我が国や諸外国には国旗があることを理解し，それ

らを尊重する態度を養う内容になっていること。 
6 児童が興味・関心をもって，アジア・世界の国・地域の様々な価値を認めつつ，我が国とつなが

りが深い国を選択して調べることができる内容になっていること。 
7 資料等は最新のものであり，適切に出所・出典が明示された内容になっていること。 
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<算数> 
1 数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，日常生活や社会の事象等について数量や

図形に着目して問題を発見し解決するとともに，解決過程を振り返ることで，結果の意味を考察し

たり，概念を形成したりする内容になっていること。 
2 〔A 数と計算〕，〔B 図形〕，〔C 測定〕，〔C 変化と関係〕及び〔D データの活用〕の 5 領域間の

指導の関連を図ることができる内容になっていること。その際，数学的活動を通して指導すること

ができる内容になっていること。 
3 〔A 数と計算〕の領域では，次の 3 点が重視された内容になっていること。 

(1) 整数，小数及び分数の概念を形成し，その性質について理解するとともに，数についての感覚

を豊かにし，それらの数の計算の意味について理解.し，計算に習熟すること 
(2) 数の表し方の仕組みや数量の関係に着目し，計算の仕方を既習の内容を基に考えたり，統合的・

発展的に考えたりすることや，数量の関係を言葉，数，式，図などを用いて簡潔に，明確に，又

は，一般的に表現したり，それらの表現を関連付けて意味を捉えたり，式の意味を読み取ったり

すること 
(3) 数や式を用いた数理的な処理のよさに気付き，数や計算を生活や学習に活用しようとする態度

を身に付けること 
4 〔B 図形〕の領域では，次の 3 点が重視された内容になっていること。 

(1) 基本的な図形や空間の概念について理解し，図形についての豊かな感覚の育成を図るとともに，

図形を構成したり，図形の面積や体積を求めたりすること 
(2) 図形を構成する要素とその関係，図形間の関係に着目して，図形の性質，図形の構成の仕方，

図形の計量について考察すること，図形の学習を通して，筋道立てた考察の仕方を知り，筋道立

てて説明すること 
(3) 図形の機能的な特徴のよさや図形の美しさに気付き，図形の性質を生活や学習に活用しようと

する態度を身に付けること 
5 〔C 測定〕の領域では，次の 3 点が重視された内容になっていること。 

(1) 身の回りの量について，その概念及び測定の原理と方法を理解するとともに，量についての感

覚を豊かにし，量を実際に測定すること 
(2) 身の回りの事象の特徴を量に着目して捉え，量の単位を用いて的確に表現すること 
(3) 測定の方法や結果を振り返って数理的な処理のよさに気付き，量とその測定を生活や学習に活

用しようとする態度を身に付けること 
6 〔C 変化と関係〕の領域では，次の 3 点が重視された内容になっていること。 

(1) 伴って変わる二つの数量の関係について理解し，変化や対応の様子を表や式，グラフに表した

り読んだりするとともに，二つの数量の関係を比べる場合について割合や比の意味や表し方を理

解し，これらを求めたりすること 
(2) 伴って変わる二つの数量の関係に着目し，表や式を用いて変化や対応の特徴を考察するととも

に，二つの数量の関係に着目し，図や式などを用いてある二つの数量の関係と別の二つの数量の

関係の比べ方を考察し，日常生活に生かすこと 
(3) 考察の方法や結果を振り返って，よりよい解決に向けて工夫・改善をするとともに，数理的な

処理のよさに気付き，数量の関係の特徴を生活や学習に活用しようとする態度を身に付けること 
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7 〔D データの活用〕の領域では，次の 3 点が重視された内容になっていること。 
(1) 目的に応じてデータを集めて分類整理し，適切なグラフに表したり，代表値などを求めたりす

るとともに，統計的な問題解決の方法について知ること 
(2) データのもつ特徴や傾向を把握し，問題に対して自分なりの結論を出したり，その結論の妥当

性について批判的に考察したりすること 
(3) 統計的な問題解決のよさに気付き，データやその分析結果を生活や学・習に活用しようとする

態度を身に付けること 
8 思考力，判断力，表現力等を育成するため，各学年の内容の指導に当たっては，具体物，図，言

葉，数，式，表，グラフを用いて考えたり，説明したり，互いに自分の考えを表現したり伝え合っ

たり，学び合ったり，高め合ったりするなどの学習活動を積極的に取り入れることができる内容に

なっていること。 
9 数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表やグラフを用いて表現する力を高めたりするなど

のため，必要な場面においてコンピュータなどを適切に活用することができる内容になっているこ

と。 
10 具体物を操作したり，日常の事象を観察したり，児童にとって身近な算数の問題を解決したり

するなどの具体的な体験を伴う学習を通して，数量や図形について実感を伴った理解をしたり，算

数を学ぶ意義を実感できる内容になっていること。 
11 〔用語・記号〕が各学年の内容と密接に関連させられており，それらを用いて表したり考えたり

することのよさが分かる内容になっていること。 
12 数量や図形についての豊かな感覚を育てるとともに，およその大きさや形を捉え，それらに基

づいて適切に判断したり，能率的な処理の仕方を考えだしたりできる内容になっていること。 
13 筆算による計算の技能を確実に身に付けることを重視するとともに，目的に応じて計算の結果

の見積もりをして，計算の仕方や結果について適切に判断できる内容になっていること。 
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<理科> 
1 自然に親しみ，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通し

て，自然の事物・現象についての問題を科学的に解決できる内容になっていること。 
2 自然の事物・現象についての理解を図り，観察，実験などに関する基本的な技能を身に付けるこ

とができる内容になっていること。 
3 観察，実験などを行い，問題解決の力を養うことができる内容になっていること。 
4 自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養うことができる内容になっている

こと。 
5 〔A 物質・エネルギー〕については，自然の事物・現象について，理科の見方・考え方を働かせ，

問題を追究する活動を通して，以下の(1)～(3)の資質・能力を育成することができる内容になって

いること。 
(1) 「エネルギー」，「粒子」といった科学の基本的な概念等を柱とした内容についての理解を図り，

観察，実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。 
(2) 主に差異点や共通点を基に，問題を見いだす力(第 3 学年)，主に既習の内容や生活経験を基に，

根拠のある予想や仮説を発想する力(第 4 学年)，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する

力(第 5 学年)，主に仕組みや性質，規則性及び働きについて，より妥当な考えをつくりだす力(第
6 学年)を養う。 

(3) 主体的に問題解決しようとする態度を養う。 
6 〔B 地球・生命〕については，自然の事物・現象について，理科の見方・考え方を働かせ，問題

を追究する活動を通して，以下の(1)～(3)の資質・能力を育成することができる内容になっている

こと。 
(1) 「生命」，「地球」といった科学の基本的な概念等を柱とした内容についての理解を図り，観察，

実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。 
(2) 主に差異点や共通点を基に，問題を見いだす力(第 3 学年)，主に既習の内容や生活経験を基に，

根拠のある予想や仮説を発想する力(第 4 学年)，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する

力(第 5 学年)，主に働きや関わり，変化及び関係について，より妥当な考えをつくりだす力(第 6
学年)を養う。 

(3) 生物を愛護する態度(第 3，4 学年)や生命を尊重する態度(第 5，6 学年)，主体的に問題解決し

ようとする態度を養う。 
7 第 3 学年では，生活科の学習との関連が考慮された体験的な活動を通して，問題解決の過程の中

で，「理科の見方・考え方」を働かせ，問題を追究していくという理科の学習の仕方を身に付ける

ことができる内容になっていること。 
8 コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用することができる内容になっているこ

と。また，意図した処理を行うよう指示することができるといった体験を通して，身近な生活でコ

ンピュータが活用されていることや，問題の解決には必要な手順があることに気付くことができる

内容になっていること。 
9 生物，天気，川，土地などの指導に，地域の自然に親しむ活動や体験的な活動を多く取り入れる

ことができるとともに，生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養うことができる内容に

なっていること。また，天気，川，土地等の指導では，災害に関する基礎的な理解を図ることがで
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きる内容になっていること。さらに，人や環境と関わりながら学習できる内容になっていること。 
10 指導内容に応じて博物館や科学学習センターなどと連携，協力を図ることができる内容になっ

ていること。また，観察，実験などの指導に当たっては，事故の防止に十分留意した内容になって

いること。 
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<生活> 
1 身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自分と地域の人々，社会及び自然との関わりが具体

的に把握できるような学習活動や校外での学習活動を.取り入れた内容になっていること。 
2 動植物の飼育・栽培に関する内容については，2 学年間にわたって取り扱われ，動物や植物への

関わり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うような内容になっていること。 
3 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うような学習内容を取り入れ

た内容になっていること。特に，「第２次福岡市教育振興基本計画」に示されている「共育」の観

点から，保護者・地域と連携した学習が，効果的に実施できるような内容になっていること。 
4 身近な人々，社会及び自然と関わる活動を通して気付いたことや楽しかったことなどについて，

多様な方法により表現し，考えることを通して，気付きを確かなものとしたり，気付いたことを関

連付けたりすることができるような内容になっていること。 
5 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えることができるように，見付ける，比べる，

たとえる，試す，見通す，工夫するなどの多様な学習活動を取り入れた内容になっていること。 
6 具体的な活動や体験を行う際に，身近な幼児や高齢者，障がいのある児童生徒などの多様な人々

と触れ合うことができる内容やコンピュータなど情報機器について，児童の発達の段階や生活科の

特質などに応じて適切に活用することができる内容になっていること。 
7 生活上必要な習慣や技能については，人，社会，自然及び自分自身に関わる学習活動の展開に即

して身に付く内容になっていること。 
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<音楽> 
1 表現及び鑑賞の活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の音や音楽と豊

かに関わることができる内容になっていること。 
2 曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解するとともに，表したい音楽表現をするために必

要な技能を身に付けることができる内容になっていること。 
3 音楽表現を工夫することや，音楽を味わって聴くことができる内容になっていること。特に福岡

スタンダードに示されている「自学・とも学」の観点から，進んで自分の考えをもち，友達と交流

しながら，音楽表現を生み出したり，音楽を聴いてそのよさを見出したりできるような内容になっ

ていること。 
4 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育むとと

もに，音楽に親しむ態度を養い，豊かな情操を培うことができる内容になっていること。 
5 〔共通事項〕を要として各領域や分野の関連を図り，年間を通じて継続的に指導することができ

る内容になっていること。 
6 歌唱・器楽については，歌唱表現及び器楽表現についての知識や技能を得たり生かしたりしなが

ら，曲の特徴にふさわしい表現を工夫し，どのように歌う(演奏する)かについて思いや意図をもっ

たり，曲想と音楽の構造や歌詞の内容，曲想と音楽の構造との関わりや多様な楽器の音色や響きと

演奏の仕方との関わりについて理解したり，思いや意図に合った表現をするために必要な技能を身

に付けたりすることができる内容になっていること。 
7 歌唱については，我が国や郷土福岡の音楽に愛着がもち，守り伝えるとともに，アジア・世界の

国・地域の様々な価値を認められるよう，共通教材のほか，長い間親しまれてきた唱歌，それぞれ

の地方に伝承されているわらべうたや民謡など日本のうたを含めて選択することができる内容に

なっていること。 
8 中学年の器楽については，主旋律の演奏から和音を用いた演奏や低声部の充実にまで幅広く活用

することができる鍵盤楽器や，箏など，無理なく取り組むことができ，我が国の音楽のよさを感じ

取れる和楽器の中から，児童や学校の実態に応じて選択できる内容になっていること。また，高学

年の器楽については，合奏において各声部の役割を生かした演奏ができるよう，楽器の特性を生か

して合奏で扱う楽器を選択することができる内容になっていること。 
9 音楽づくりについては，音楽づくりについての知識や技能を得たり生かしたりしながら即興的に

表現することを通して，音楽づくりの様々な発想を得たり，音を音楽へと構成することを通して，

どのように全体のまとまりを意識した音楽をつくるかについて思いや意図をもったりすることが

できる内容になっていること。また，いろいろな音の響きやそれらの組合せの特徴や音やフレーズ

のつなげ方や重ね方の特徴が生み出すよさや面白さなどと関わらせて理解することができる内容

になっていること。さらに，発想を生かした表現や，思いや意図に合った表現をするために，設定

した条件に基づいて，即興的に音を選択したり組み合わせたりして表現したり，音楽の仕組みを用

いて，音楽をつくったりする技能を身に付けることができる内容になっていること。 
10 鑑賞については，鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら，曲や演奏のよさなどを見

いだし，曲全体を味わって聴いたり，曲想及びその変化と，音楽の構造との関わりについて理解し

たりすることができる内容になっていること。 
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<図画工作> 
1 表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の形や色などと

豊かに関わることができる内容になっていること。 
2 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解するとともに，材料や

用具を使い，表し方などを工夫して，創造的につくったり表したりすることができる内容になって

いること。 
3 造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し方などについて考え，創造的に発想や構想をしたり，

作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたりすることができるようにする内容になっている

こと。 
4 つくりだす喜びを味わうとともに，感性を育み，楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養

い，豊かな情操を培う内容になっていること。 
5 表現及び鑑賞の活動において，共通に必要となる資質・能力を示している〔共通事項〕の指導を

行うことができる内容になっていること。 
6 〔A 表現〕の「発想や構想」と「技能」に関する事項を関連付けて扱うことができる内容になっ

ていること。 
7 工作に表すことの内容に配当する授業時数が，絵や立体に表すことの内容に配当する授業時数と

およそ等しくなる内容になっていること。 
8 各学年の〔A 表現〕及び〔B 鑑賞〕の指導を通して，児童が〔共通事項〕ア「自らの感覚を通し

て形や色などを理解すること」とイの「自分のイメージをもつこと」との関わりに気付くことがで

きる内容になっていること。 
9 児童が個性を生かして活動できるようにするため，表現や鑑賞を幅広く捉え，児童が経験したこ

とを基に，自分に適した表現方法や材料，用具などを選ぶことができる内容になっていること。 
10 〔共通事項〕の「知識」に関する指導に当たっては，次のア～ウの事項に配慮し，必要に応じ

て，その後の学年で繰り返し取り上げる内容になっていること。 
ア 第 1 学年及び第 2 学年においては，いろいろな形や色，触った感じなどを捉えること。 
イ 第 3 学年及び第 4 学年においては，形の感じ，色の感じ，それらの組合せによる感じ，色の明

るさなどを捉えること。 
ウ第 5 学年及び第 6 学年においては，動き，奥行き，バランス，色の鮮やかさなどを捉えること。 

11 材料や用具については，必要に応じて，当該学年より前の学年において初歩的な形で取り上げ

たり，その後の学年で繰り返し取り上げたりすることができる内容になっていること。 
12 「思考力，判断力，表現力等」を育成する観点から，〔共通事項〕に示す事項を視点として，感

じたことや思ったこと，考えたことなどを，話したり聞いたり話し合ったりする，言葉で整理する

などの言語活動が充実する内容になっていること。 
13 事故防止のために，造形活動で使用する材料や用具，活動場所については，安全な扱い方につ

いて指導する，事前に点検するなどに配慮した内容になっていること。 
  
  

16



<家庭> 
1 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な活動を通して，家庭生活を大切にす

る心情を育み，生活を工夫する楽しさやものをつくる喜び，家族の一員としての自覚をもった生活

を実感する内容になっていること。 
2 〔B 衣食住の生活〕，〔C 消費生活・環境〕の内容については，〔A 家族・家庭生活〕と関連させな

がら取り扱うとともに，他教科等との関連を明確にし，中学校の学習を見据えた系統的な指導を図

る内容となっていること。 
3 実際の生活で生かす場面を設定し，自分の生活が家庭や地域と深く関わっていることを認識した

り，自分の成長を自覚して実践する喜びに気付いたりすることができる主体的な学習活動を充実さ

せる内容となっていること。 
4 児童同士で協働したり，意見を共有して互いの考えを深めたり，家族や身近な人々などとの会話

を通して考えを明確にしたりする対話的な学習活動を充実させる内容となっていること。特に，福

岡スタンダードに示されている「とも学」の観点から，友達と交流しながら，課題解決できる内容

になっていること。 
5 児童が日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，その解決に向けて解決方法を考え，計

画を立てて実践し，その結果を評価・改善し，更に家庭や地域で実践するなどの一連の課題解決の

過程に沿った学習展開ができる内容となっていること。 
6 〔A 家族・家庭生活〕の内容については，ガイダンスにおいて，生活の営みに係る見方・考え方

に触れる内容を扱うとともに，〔B 衣食住の生活〕〔C 消費生活・環境〕の内容と関連させる内容に

なっていること。 
7 〔B 衣食住の生活〕の内容については，学習の効果を高めるため，2 学年にわたって取り扱い，

平易なものから段階的に学習できる内容になっていること。 
8 〔C 消費生活・環境〕については，売買契約の基礎，環境に配慮した物の活用などが，〔A 家族・

家庭生活〕，〔B 衣食住の生活〕の内容との関連を図り実践的に学ばせる内容になっていること。 
9 実習については，事故の防止及び安全・衛生に留意する内容になっていること。 
10 児童が身に付けた知識及び技能などを日常生活に活用することができる内容になっていること。 
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<体育(保健領域)> 
1 保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向けた学習過程を通して，心と体を一

体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進するための資質・能力を育成する内容となっ

ていること。 
2 身近な生活における健康・安全について理解するとともに，その技能を身に付けるようにする内

容となっていること。 
3 健康についての自己の課題を見付け，その解決に向けて思考し判断するとともに，他者に伝える

力を養う内容となっていること。 
4 健康の保持増進を目指し，楽しく明るい生活を営む態度を養う内容となっていること。 
5 運動，食事，休養及び睡眠については，健全な食生活の基礎となる食育推進の観点も踏まえつつ，

健康的な生活習慣の形成に結びつくよう配慮するとともに，保健を除く第 3 学年以上の各領域及び

学校給食に関する指導と関連を図った内容になっていること。 
6 健康な生活，体の発育・発達，心の健康，けがの防止及び病気の予防について取り上げているこ

と。また，事例などを題材にした話し合いや，実習，実験など，健康に関する課題を解決する学習

活動ができるような内容になっていること。 
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<外国語(英語)> 
1 外国語の音声や文字，語彙，表現，文構造，言語の働きなどについて，日本語と外国語との違い

に気付き，これらの知識を理解するとともに，読むこと，書くことに慣れ親しみ，聞くこと，読む

こと，話すこと，書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身

に付けることができる内容になっていること。 
2 コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，身近で簡単な事柄について，聞いた

り話したりするとともに，音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら

読んだり，語順を意識しながら書いたりして，自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる内

容になっていること。 
3 外国語の背景にある文化に対する理解を深め，他者に配慮しながら，主体的に外国語を用いてコ

ミュニケーションを図ろうとする態度を養うことができる内容になっていること。 
4 聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話すこと［発表］，書くことの五つの領域別の目標

と内容との関係が，単元など内容や時間のまとまりごとに各教材の中で明確に示されていること。 
5 実際の言語の使用場面や言語の働きに十分に配慮した題材を取り上げた内容になっていること。 
6 英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生活，風俗習慣，物語，地理，

歴史，伝統文化，自然などに関するものの中から，児童の発達の段階や興味・関心に即して適切な

題材が変化をもたせて取り上げられており，次の観点について配慮がなされていること。 
ア 多様な考え方に対する理解を深めさせ，公正な判断力を養い豊かな心情を育てることに役立つこ

と。 
イ 我が国の文化や，英語の背景にある文化に対する関心を高め，アジア・世界の国・地域の様々な

価値を認め，理解を深めようとする態度を養うことに役立つこと。 
ウ 広い視野から国際理解を深め，国際社会と向かうことが求められている我が国の一員としての自

覚を高めるとともに，国際協調の精神を養うことに役立つこと。 
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<道徳> 
1 道徳性を養うために，道徳的諸価値の理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考え，

自己の生き方について考えを深めることができる内容になっていること。 
2 各教科等で行う道徳教育や「第２次福岡市教育振興基本計画」に示されている「福岡スタンダー

ド」（あいさつ・掃除，自学・とも学，チャレンジ・立志）を補ったり，深めたり，統合したりする

ことのできる内容になっていること。 
3 学んだ道徳的価値に照らして自分の生活や考えを振り返り，自らの成長を実感したり，これから

の課題や目標を見付けたりすることができるような内容になっていること。 
4 道徳的価値について自分との関わりで考え，感じたことをまとめ，発表し合ったり，話合いなど

により異なる考え方，感じ方に接し，協働的に議論したりできる内容になっていること。 
5 道徳的価値について自己を見つめ，これからの生き方に生かしていくことを見通しながら，実現

するための問題を見付け，どうしてそのような問題が生まれるのかを調べたり，他者の考え方や感

じ方を確かめたりしながら問題解決に向けて話し合うことができるような内容になっていること。 
6 体験的行為や活動を通じて学んだ内容から道徳的価値の意義などについて考えを深めることが

できるような内容になっていること。特に，「第２次福岡市教育振興基本計画」に示されている「共

育」の観点から，保護者・地域と連携した学習が効果的に実施できるような内容になっていること。 
7 情報モラルや環境，人権，性的マイノリティ，平和などの身近な社会的課題を自分との関係にお

いて考え，それらの解決に寄与しようとする意欲と態度を育成することができるような内容である

こと。その際，多様な見方や考え方のできる事柄について，特定の見方や考え方に偏った指導を行

うことのない内容になっていること。 
8 生命の尊重，人格の尊重，基本的人権の尊重，思いやりの心などの根底を貫く国境や文化なども

超えた普遍的な精神である人間尊重の精神にかなうものであって，悩みや葛藤等の心の揺れ，人間

関係の理解等の課題も含め，深く考えることができ，人間としてよりよく生きる喜びや勇気を与え

られる内容になっていること。また，いじめ問題について深く考えることができるような内容にな

っていること。 
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Ⅲ 中学校教科用図書採択について 

１ 採択にあたっての考え方 

教科用図書は，「教育課程の構成に応じて組織配列された教科の主たる教材」として，学校に

おいて使用されるものである。また，学校の教育課程の基準は学習指導要領の規定により編成・

実施される。ついては，教科用図書の採択に当たっては，以下の中学校学習指導要領（平成 20
年文部科学省告示第 28 号。平成 27 年 3 月一部改正）の総則に示す教育の方針を踏まえること

とする 
(１) 教育基本法及び学校教育法，その他の関係法令並びに学習指導要領の総則に示す教育の方

針に従い，人間として調和のとれた育成を目指し，地域や学校の実態及び児童の心身の発達

段階や児童の特性を十分考慮して行うこと。 
学校の教育活動を進めるにあたっては，児童に「生きる力」をはぐくむことを目指し，創

意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実

に習得させ，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他

の能力をはぐくむとともに，主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実

に努めなければならない。その際，児童の発達の段階を考慮して，児童の言語活動を充実す

るとともに，家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣が確立するよう配慮しなければな

らない。 
(２) 道徳教育は，道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳科はも

とより，各教科，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，児童の発達

段階を考慮して，適切な指導を行うこと。 
道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，自己の生

き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と共によりよく生きるた

めの基盤となる道徳性を養うこととする。 
道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに，

児童が自己の生き方についての考えを深め，家庭や地域社会との連携を図りながら，自然体

験活動などの豊かな体験を通して児童の内面に根差した道徳性の育成が図られるように配慮

しなければならない。その際，特に児童が基本的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付

け，善悪を判断し，人間としてしてはならないことをしないようにすることなどに配慮しな

ければならない。 
(３) 体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて

適切に行うこと。 
学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健

康の保持増進に関する指導については，保健体育科の時間はもとより，技術・家庭科，特別活

動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの

指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に

関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われ

るよう配慮しなければならない。 
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２ 各教科共通の観点 

「Ⅰ 小学校教科用図書採択について ２ 各教科共通の観点」と同様とする。 
 
 ３ 教科ごとの選定の観点 

   選定にあたっての基本的な観点は以下に示すとおりとする。 

   なお，文中の〔  〕で示した語句は，学習指導要領で使用されている項目である。 
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<国語(「書写」を除く。)> 
1 国語の主体的な使い手として，相手，目的や意図，場面や状況などに応じて適切に表現したり正

確に理解したりする力を育成するとともに，互いの立場や考えを尊重しながら言葉で伝え合う力を

高める内容になっていること。 
2 論理的な思考力や想像力を養い，言語感覚を豊かにするとともに，伝統的な言語文化に触れたり，

国語の特質を理解したりする内容になっていること。 
3 〔A 話すこと・聞くこと〕，〔B 書くこと〕，〔C 読むこと〕及び〔伝統的な言語文化と国語の特質

に関する事項〕の内容を，相互に密接に関連付けて指導することができるとともに，それぞれの能

力が偏りなく養われる内容になっていること。 
4 〔A 話すこと・聞くこと〕については，話すことと聞くことを一体的に指導できるとともに，相

手や目的，状況に応じて分かりやすく話したり，話の内容を聞き取り，自分の考えに生かしたり，

目的や場面に応じて話し合ったりすることのできる言語能力を，意図的・計画的に育成することが

できる内容になっていること。 
5 〔B 書くこと〕については，書くことの学習過程に沿って基礎的な能力を取り上げ，実際に様々

な文章を書く活動を設定し，目的や意図に応じて分かりやすく書くことのできる言語能力を，意図

的・計画的に育成することができる内容になっていること。 
6 〔C 読むこと〕については，読書意欲を高め，日常生活において読書活動を活発に行うようにす

る内容になっていること。また，目的や意図に応じて的確に読み取ることのできる言語能力を，意

図的・計画的に育成することができる内容になっていること。 
7 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の伝統的な言語文化に関する事項や言葉の特徴

やきまりに関する事項，漢字に関する事項について，知識をまとめて指導したり，繰り返して指導

したりすることが必要なものについては，特にそれだけを取り上げて学習させることができる内容

になっていること。 
また，伝統的な言語文化に関する事項については，各学年で古典に親しむことができる内容になっ

ていること。 
8 教材については，話すこと・聞くことの能力，書くことの能力，読むことの能力などを偏りなく

養うことや読書に親しむ態度の育成をねらいとし，生徒の発達の段階に即して適切な話題や題材を

調和的に取り上げていること。〔C 読むこと〕では，説明的な文章や文学的な文章などの文章形態

を調和的に取り扱っていること。 
９ 国語を大切にする態度の育成をねらいとし，日常的に言語感覚を育成できるような内容になっ

ていること。 
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<国語(「書写」)>  
1 文字を正しく整えて速く書くことができる内容になっていること。 
2 各学年で，硬筆及び毛筆を使用する書写の指導をすることができる内容になっていること。 
3 毛筆を使用する書写においては，硬筆による書写の能力の基礎を養う内容になっていること。 
4 書写の作品の「よさ」が互いに認め合えるような内容を取り扱っていること。 
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<社会(「地図」を除く。)> 
(共通) 
1 我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め，日本人としての自覚をもって国際社会で主体的

に生きるとともに，持続可能な社会の実現を目指すなど，公共的な事柄に自ら参画していく資質や

能力を培うことができる内容になっていること。 
2 様々な資料を適切に活用し，社会的事象を多面的・多角的に考察し，公正に判断することで社会

的な見方や考え方の基礎を養う内容になっていること。 
3 社会的事象について自分の考えをまとめさせたり，意見交換させたりすることにより，思考力，

判断力，表現力などを養うとともに，学習内容の確実な理解と定着が図ることができる内容になっ

ていること。 
4 小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な関連を図るとともに，地理的分野及び歴

史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展開できる内容になっていること。 
(地理的分野) 
1 世界と日本の地域構成の基本的な枠組みに関する基礎的な知識や，地球儀や地図上での位置関係

などをとらえる技能を確実に身に付けることができる内容になっていること。 
2 世界と日本の諸地域の地域的特色について学ぶ学習は，世界と日本の自然，産業，生活・文化な

どの特色を学ぶことができる内容になっていること。 
3 地図の読図や作図などの学習を通して思考力や表現力などを養うとともに，地図を有効に活用し

て事象を説明したり，自分の解釈を加えて論述したり，意見交換したりすることができる内容にな

っていること。 
4 郷土の地理的特色や伝統文化について学ぶことができる内容になっていること。 
 (歴史的分野) 
1 我が国の歴史の大きな流れを，世界の歴史を背景に，各時代の特色を踏まえて理解できる内容に

なっていること。 
2 各時代の特色や時代の転換にかかわる基礎的・基本的な内容を取り上げ，思考や表現を重視した

学習を進めることで，各時代の大きな展開をつかむことができる内容になっていること。 
3 各時代の文化の学習は，代表的な事例を取り上げてその特色を考えることができる内容になって

いること。 
4 郷土に関する歴史的事象やゆかりのある人物に関連付けて，各時代の特色を考えることができる

内容になっている。 
(公民的分野) 
1 日常の社会生活と関連付けながら具体的事例を通して政治や経済などについての見方や考え方

の基礎を養うことができる内容になっていること。 
2 社会生活における物事の決定の仕方，きまりの意義について考え，現代社会をとらえる見方や考

え方の基礎として，対立と合意，効率と公正などについて理解し，それらを以後の学習に生かすこ

とができる内容になっていること。 
3 世界平和の実現と人類の福祉の増大のために，各国が相互に主権を尊重し，各国民が協力しあう

ことや，自国を愛し，その平和と繁栄を図ることの重要性を自覚させる内容になっていること 
4 よりよい社会を築くために解決すべき課題を探究し，自分の考えをまとめる学習は，三分野の関
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連を図り，習得した知識や技能に基づいて学習できる内容になっていること。  
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<社会(「地図」)> 
1 地理的な見方や考え方を身に付けることができる内容になっていること。 
2 地図の読図や作図，景観写真の読み取りなど地理的技能を身に付けることができる内容になって

いること。 
3 世界の諸地域については，各州の自然，産業，生活・文化，歴史的背景などから地域的特色を大

観できる内容になっていること。 
4 自然環境，人口，資源・エネルギーと産業，地域間の結び付きについて，地図を活用し，日本全

体としての地域的特色が大観できる内容になっていること。 
5 国旗の意義を理解し，国旗を相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解し，それを尊

重する態度が育つ内容になっていること。 
6 資料などは最新のものであり，適切に出所，出典が明示された内容になっていること。 
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<数学> 
1 数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め，数学的な表現や処理

の仕方を習得し，事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに，数学的活動の楽しさや数

学のよさを実感し，それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる内容となって

いること。 
2 〔A 数と式〕，〔B 図形〕，〔C 関数〕，〔D 資料の活用〕の 4 領域の内容になっていること。 
3 各学年の内容において，数学的活動についての記述が位置付けられていること。例えば，数や図

形の性質などを見いだす活動，数学を利用する活動，数学的に説明し伝え合う活動など，数学的活

動を具体的に示す内容となっていること。 
また，課題学習については，生徒の数学的活動への取組を促し，各領域の内容を総合したり，日常の

事象や他教科等での学習に関連付けたりするなどして見いだした課題を解決する学習に取り組む

ことができる内容になっていること。 
4 〔A 数と式〕の領域では，文字を用いて一般的に考えることの必要性やよさについての理解を深

めたり，身の回りの数量やその関係を数や文字を用いた式で表現したり，式を手順にしたがって能

率的に処理したり，式の意味を積極的に読み取り自分なりに説明したりすることを重視する内容に

なっていること。 
5 〔B 図形〕の領域では，体験に基づく実感的な理解をもとに，身の回りにあるものを図形として

とらえてその性質や関係などを明らかにすることや，図形の性質などを根拠を明らかにして筋道を

立てて説明したり，その説明から新たな性質や関係を読み取ったりすることを重視する内容になっ

ていること。 
6 〔C 関数〕の領域では，身の回りで起こることを関数としてとらえ，表式，グラフなどを用いて

変化や対応の様子を調べてその特徴を説明したり，表，式，グラフなどから新たな関係や特徴を読

み取って，それを具体的な場面で解釈したりすることを重視する内容になっていること。 
7 〔D 資料の活用〕の領域では，資料に基づいて集団の傾向や特徴をとらえ，それをもとに判断す

ることを重視する内容になっていること。 
8 各領域の指導に当たっては，必要に応じ，そろばん，電卓，コンピュータや情報通信ネットワー

クなどを適切に活用し，学習の効果を高めるよう配慮されていること。特に，数値計算にかかわる

内容の指導や，観察，操作や実験などの活動を通した指導を行う際にはこのことに配慮する内容と

なっていること。 
9 自ら進んで課題を発見し追究する学習を通して，生徒の力を引き出し発揮させることに配慮され

た内容になっている。 
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<理科> 
1 目的意識をもって問題を解決する観察，実験などが重視され，科学的に探究する能力の基礎と態

度が育成できる内容になっていること。 
2 観察，実験の結果を分析して解釈し表現する能力を育てるとともに，自然の事物・現象に対する

科学的な見方や考え方を養うことができる内容になっていること。 
3 〔第 1 分野〕については，物質やエネルギーに関する事物・現象に進んでかかわり，その中に問

題を見いだし意欲的に探究する活動を通して，規則性を発見したり，課題を解決したりする方法を

習得できる内容になっていること。 
4 〔第 2 分野〕については，生物とそれを取り巻く自然の事物・現象に進んでかかわり，その中に

問題を見いだし意欲的に探究する活動を通して，多様性や規則性を発見したり，課題を解決したり

する方法を習得できる内容になっていること。 
5 各分野間及び各項目間の関連が十分考慮され，各分野の特徴的な見方や考え方が互いに補い合っ

て育成できる内容になっていること。 
6 原理や法則の理解を深めるためのものづくりや，継続的な観察や季節を変えての定点観測が，各

内容の特質に応じて適宜行われる内容になっていること。また，博物館や科学学習センターなどと

の連携，協力を図ることができる内容になっていること。 
7 観察，実験，野外観察が重視され，自然の事物・現象を科学的に探究する能力の基礎と態度の育

成及び基本的な概念の形成を段階的に無理なく行うことができる内容になっていること。 
8 生命を尊重し，自然環境の保全に寄与しようとする態度を育成できる内容になっていること。 
9 科学技術が日常生活や社会を豊かにしていることや安全性の向上に役立っていること，理科で学

習することが様々な職業などと関係していることに触れる内容になっていること。 
10 観察，実験，野外観察における事故の防止及び，使用薬品の管理や廃棄物の処理に十分配慮さ

れた内容になっていること。 
11 観察，実験の過程での情報の検索，実験，データの処理，実験の計測などにおいて，コンピュー

タや情報通信ネットワークなどを積極的かつ適切に活用できる内容になっていること。 
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<音楽> 
1 生徒が音楽のよさや美しさを感じるとともに，思いや意図をもって表現したり味わって聴いたり

する力を育成し，音楽文化についての理解を深めることができる内容になっていること。 
2 表現及び鑑賞の各活動と〔共通事項〕とを関連させて指導できる内容になっていること。 
3 〔A 表現〕は，歌詞の内容や曲想，楽器の特徴，言葉や音階の特徴などをとらえ，表現や構成を

工夫すること，表現をするために必要な技能を身に付けること，音楽の背景となる文化などに目を

向けること，これらを相互に関連させて指導できる内容になっていること。 
4 生徒がより個性を生かした音楽活動を展開できるようにするため，表現方法や表現形態を選択で

きる内容になっていること。 
5 〔B 鑑賞〕は，音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを.感じ取ること，感じ取っ

たことや理由などを言葉で表すこと，音楽の特徴をその背景となる文化・歴史や他の芸術と関連付

けて理解すること，様々な音楽の特徴から音楽の多様性を理解すること，これらを相互に関連させ

て指導できる内容になっていること。 
6 音環境への関心を高めたり，音や音楽が生活に果たす役割を考えたりすることができる内容にな

っていること。また，コンピュータや教育機器を効果的に活用することができる内容になっている

こと。 
7 音楽に関する知的財産権については，表現したり鑑賞したりする多くの楽曲にはそれを創作した

著作者がいること，楽曲は著作物であることを意識できるような内容になっていること。 
8 用語や記号については，音楽の表現や鑑賞の活動の中で指導できる内容になっていること。 
9 国歌「君が代」については，表現学習の目標や内容と関連させ，いずれの学年においても適切な

指導を行うことができる内容になっていること。 
10 イメージや感じ取ったことを伝え合う活動ができる内容になっていること。 
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<美術> 
1 表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，美術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情を育て

るとともに，感性を豊かにし，美術の基礎的な能力を伸ばし，美術文化についての理解を深め，豊

かな情操を養うことができる内容になっていること。 
2 表現及び鑑賞の各活動において，共通に必要となる資質や能力を示している。〔共通事項〕の指

導を行うことができる内容になっていること。 
3 〔A 表現〕については，生徒の学習経験や能力，発達特性などの実態を踏まえ，生徒が自分の表

現意図に合う表現形式や技法，材料などを選択し創意工夫して表現できる内容になっていること。 
4 〔B 鑑賞〕については，「説明しあう」，「批評しあう」などの言語活動を充実させることができる

内容になっていること。 
5 〔B 鑑賞〕については，我が国の美術や伝統と文化に対する理解と愛情を深めることができる内

容になっていること。 
6 第 2 学年及び第 3 学年の〔B 鑑賞〕については，生活を美しく豊かにする造形や美術の働きを実

感させるような指導を行うことができる内容になっていること。 
7 事故防止のため，特に，刃物類，塗料，器具などの使い方の指導と保管，活動場所における安全

指導などの徹底が図られる内容になっていること。 
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<保健体育> 
 (体育分野「体育理論」) 
1 基礎的な知識の確実な定着を図るために，各領域に共通する内容や，まとまりで学習することが

効果的な内容になっており，高等学校への接続を考慮した単元構成であること。 
2 運動やスポーツの多様性，運動やスポーツが心身の発達に与える効果と安全，文化としてのスポ

ーツの意義についての内容で構成されていること。 
3 自らの体力の状況を把握し，体力の向上についての意欲を高めるような内容で構成されているこ

と。 
(保健分野) 
1 個人生活における健康・安全に関する事項について，自らの健康を適切に管理し改善していく思

考力・判断力などの資質や能力を育成する観点が重視され，「心身の機能の発達と心の健康」，「健

康と環境」，「傷害の防止」，及び「健康な生活と疾病の予防」から構成されていること。 
2 中学校における基礎的事項を明確にするとともに，健康の概念や課題などの内容が明確に示され

たものであること。 
3 心身の健康の保持増進にかかわる資質や能力を育成するため，知識の暗記や再現にとどまること

なく，実習や実験などを取り入れる等，知識を活用する学習活動によって思考力・判断力などを育

成する内容になっていること。 
4 関連する教科や道徳科，特別活動のほか，総合的な学習の時間，運動部の活動などと関連を図り，

日常生活における体育・健康に関する活動が適切かつ継続的に実践できる内容になっていること。 
5 健康な生活と疾病の予防の学習において，生活習慣と健康の関わりについて，食生活やがん，喫

煙，飲酒，薬物乱用防止などの内容が適切に取り扱われていること。 
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<技術・家庭> 
 (共通) 
1 仕事の楽しさや完成の喜びを体得させるよう，実践的・体験的な学習活動を充実させる内容にな

っていること。 
2 知識及び技術を生活に活用できるよう，問題解決的な学習を充実させる内容になっていること。 
3 実習に当たっては，事故防止及び安全と衛生に十分留意した内容になっていること。 
4 実習などの結果を整理し考察する学習活動や，言葉や図表，概念などを用いて考えたり，説明し

たりするなどの学習活動を充実させる内容になっていること。 
5 小学校での学習を踏まえ中学校での 3 学年間の学習の見通しを立てさせるガイダンス的な内容

を設定し，第 1 学年の各分野の最初に学習するようになっていること。 
6 伝統的な技術や現代の技術及び衣食住に関する文化などが適切に取り上げられ，衣，食，住，情

報，産業等についての基礎的な理解と技能を養うことができる内容になっていること。 
(技術分野) 
1 〔A 材料と加工に関する技術〕，〔B エネルギー変換に関する技術〕，〔C 生物育成に関する技術〕，

〔D 情報に関する技術〕については，それぞれに関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得させ

るとともに，それぞれの技術が社会や環境に果たす役割と影響について理解を深め，それらを適切

に評価し活用する能力と態度を育成する内容になっていること。 
2 創造・工夫する力や他者とかかわる力(製作を通した協調性・責任感など)及び知的財産を尊重す

る態度等を育成するとともに，安全・リスクの問題も含めた技術と社会・環境との関係の理解，技

術にかかわる倫理観などを育成する内容になっていること。 
(家庭分野) 
1 〔A 家族・家庭と子どもの成長〕においては，幼児への理解を深め，子どもが育つ環境としての

家族と家庭の役割に気付く幼児触れ合い体験などの活動に重点を置いた内容となっていること。 
2 〔B 食生活と自立〕においては，食生活の自立を目指し，中学生の栄養と献立，調理や地域の食

文化などに関する学習活動を充実させる内容となっていること。 
3 〔C 衣生活・住生活と自立〕においては，布を用いた物の製作を設けるなど，衣生活や住生活な

どの生活を豊かにするための学習活動に重点を置いた内容となっていること。 
4 〔D 身近な消費生活と環境〕においては，消費者としての自覚や環境に配慮した生活の工夫など

にかかわる学習について，中学生の消費生活の変化を踏まえた実践的な学習活動に重点を置いた内

容となっていること。 
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<外国語(英語)> 
1 小学校における外国語活動ではぐくまれた素地の上に，言語や文化に対する理解を深め，積極的

にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り，聞くこと，話すこと，読むこと及び書く

ことなどのコミュニケーション能力の基礎を養うことに配慮された内容になっていること。 
2 実際に言語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの活動を行うとともに，それを支える

言語材料について理解したり練習したりする活動が行える内容になっていること。 
3 実際に言語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの活動においては，具体的な目的や場

面，状況等に合った適切な表現を自ら考えて言語活動ができる内容になっていること。 
4 幅広い言語活動ができるように，言語の使用場面や言語の働きなどを考慮した語彙の充実が図ら

れる内容になっていること。 
5 教材は，英語を使用している人々を中心とする世界の人々及び日本人の日常生活，風俗習慣，物

語，地理，歴史，伝統文化や自然科学などに関するものの中から，生徒の発達の段階及び興味・関

心に即して適切な題材が変化をもたせて取り上げられており，次の観点に配慮がなされていること。 
ア 多様なものの見方や考え方を理解し，公正な判断力を養い豊かな心情を育てるのに役立つこと。 
イ 外国や我が国の生活や文化についての理解を深めるとともに，言語や文化に対する関心を高め，

これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。 
ウ 広い視野から国際理解を深め，国際社会に生きる日本人としての自覚を高めるとともに，国際

協調の精神を養うのに役立つこと。 
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Ⅳ 特別支援学校小学部・中学部及び小学校・中学校特別支援学級教科用図書採択について 

１ 文部科学省検定済教科用図書採択についての考え方 

特別支援学校小学部及び小学校特別支援学級については小学校用，特別支援学校中学部及び中学 
校特別支援学級については中学校用として採択するものと同一のものを採択する。 

 
２ 文部科学省著作教科用図書採択についての考え方 

文部科学省発行の特別支援学校用教科書目録（平成３１年度使用）に掲載の図書を採択する。 
 
３ 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書採択についての考え方 

（１）各教科の目標達成に結びつく適切な内容になっていること。 
（２）図書の採択に当たっては，文部科学大臣の検定を経た下学年用教科用図書又は文部科学省著作教

科用図書の採択を十分考慮すること。 
（３）文部科学大臣の検定を経た下学年用教科用図書及び文部科学省著作教科用図書以外の図書を採択

する場合には，下記の事項に留意すること。 
ア 児童生徒の障がいの種類・程度，能力・特性に最もふさわしい内容（文字，表現，さし絵，取り

扱う題材等）のものであること。 
イ 「個別の指導計画」に基づく指導及び評価等に資することができるものであること。 
ウ 内容が精選され，可能な限り体系的に編集されたものであり，基礎的な事柄が適切に習得される

ように配慮されていること。 
エ 各教科等相互の関連が図られるとともに，具体的な内容が取り上げられるように配慮されてい

るものであること。 
オ 可能な限り学習の見通しを立てたり，学習したことを振り返ったりする活動が行えるよう配慮

されているものであること。 
カ 進路指導等との関連が図られ，将来の社会的自立を図るために必要な事項が適切に習得される

よう配慮されているものであること。 
キ 特定の題材又は一部の分野のみ取り扱っている図書，参考書的図鑑類，問題集等は適切でないこ

と。 
ク 上学年で使用することとなる教科用図書との関連性を考慮するとともに，採択する図書の間の

系統性にも配慮すること。 
ケ 情報端末機器，ビデオテープ，ＣＤ，ジグソーパズル型などは適切でないこと。 
コ 全体の分量は，児童生徒の障がいの種類・程度及び授業時数からみて適切であること。 
サ 分冊本は採択しないこと，また，高額なものに偏らないこと。 
シ 印刷が鮮明であり，文字の大きさ，字体，行間，製本の様式，材料などが児童生徒の障がいの種

類・程度からみて適切であること。 
（４）人権感覚に配慮した教材であること。また，生活年齢に配慮した教材であること。 
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国語 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 9 観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 8 観点 

1 言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通し

て、国語で正確に理解し適切に表現することができ

る内容になっていること。 

2 日常生活において必要な国語の特質について理解

し、それを適切に使うことができる内容になってい

ること。 

3 日常生活における人と人との関わりの中で、思い

や考えを伝え合う力を高め、思考力や想像力を養う

内容になっていること。 

4 言葉がもつよさを認識するとともに、言語感覚を

養い、国語の大切さを自覚し、国語を尊重してその

能力の向上を図る態度を養う内容になっているこ

と。 
 
5 〔知識及び技能〕に関する事項については、〔思考

力、判断力、表現力等〕に関する事項の指導を通し

て指導することを基本とし、必要に応じて、特定の

事項だけを取り上げて指導したり、それらをまとめ

て指導したりできる内容になっていること。 

日常の言語活動を振り返ることなどを通して、実

際に話したり聞いたり書いたり読んだりする場面

を意識できるような内容になっていること。 

また、我が国の言語文化に関する事項について

は、各学年で行い、古典に親しむことができる内容

になっていること。 

 
 
 
 

6 〔A_話すこと・聞くこと〕については、学習した
ことを繰り返し用いたり、生活場面において使いこな
す機会を多くもったりできるように意図的・計画的に
指導することができる内容になっていること。 
 
 
7 〔B 書くことについては、実際に文章に書く活動を
多く設定することができるように意図的・計画的に指
導することができる内容になっていること。 
 
 

１ 国語の主体的な使い手として，相手，目的や意図，

場面や状況などに応じて適切に表現したり正確に

理解したりする力を育成するとともに，互いの立場

や考えを尊重しながら言葉で伝え合う力を高める

内容になっていること。 

 

２ 論理的な思考力や想像力及び言語感覚を養うと

ともに，伝統的な言語文化に触れたり，国語の特質

を理解したりする内容になっていること。 

 
 
 
 
 
３ 〔Ａ 話すこと・聞くこと〕，〔Ｂ 書くこと〕〔Ｃ 

読むこと〕及び〔伝統的な言語文化と国語の特質に

関する事項〕の各事項を，相互に密接に関連付けて

指導することができるとともに，それぞれの能力が

偏りなく養われる内容になっていること。 

７〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の

伝統的な言語文化に関する事項や言葉の特徴や言

葉のきまりに関する事項，文字に関する事項につい

ては，特定の事項をまとめて指導したり，繰り返し

て指導したりすることが必要な場合に，特にそれだ

けを取り上げて学習させることができる内容にな

っていること。また，伝統的な言語文化に関する事

項については，各学年で古典に親しむことができる

内容になっていること。 

 
４ 〔Ａ 話すこと・聞くこと〕については，学習し
た知識・技能を繰返し用いたり，実際の生活場面で
使いこなす機会を多くもったりできるように意図
的・計画的に指導することができる内容になってい
ること。 

 
５ 〔Ｂ 書くこと〕については，書く活動の過程に
沿って基礎的な能力が取り上げられ，実際に文章を
書く活動を多く設定できるように意図的・計画的に
指導することができる内容になっていること。 

 

４つに細分化 

２つを統合 

資料２ 
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8 「読書」及び〔C読むこと〕については、読書意欲
を高め、日常生活における読書活動につながる内容に
なっていること。 
〔C 読むこと〕の教材については、説明的な文章や文
学的な文章などの文章の種類を調和的に取り扱って
いること。 
また、説明的な文章については、適宜、図表や写真な
どを含むものを取り上げていること。 
 
9 教材については、教科及び各学年の目標、〔知識及
び技能〕及び〔思考力、判断力、表現力等〕に示す
資質・能力を偏りなく養うことや読書に親しむ態度
の育成を通して読書習慣を形成することをねらい
とし、児童の発達の段階に即して適切な話題や題材
を精選して調和的に取り上げていること。 

６〔 Ｃ 読むこと〕については，読書意欲を高め，
日常生活において読書活動を活発に行うようにす
る内容になっていること。また，目的や意図に応じ
て的確に読み取る能力が高まるような内容になっ
ていること。教材については，説明的な文章や文学
的な文章などの文章形態を調和的に取り扱ってい
ること。 

 
 
８ 教材については，話すこと・聞くことの能力，書
くことの能力及び読むことの能力などを偏りなく養
うことや読書に親しむ態度の育成を通して読書習慣
を形成することをねらいとし，児童の発達段階に即し
て適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げて
いること。 

 
書写 

（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 3 観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 3 観点 
1 文字を正しく整えて書くことができるとともに、
書写の能力を学習や生活に役立てる態度を育てる
内容になっていること。 

2 各学年で、硬筆を使用する書写の指導をすること
ができる内容になっていること。 

3 毛筆を使用する書写においては、硬筆による書写
の能力の基礎を養う内容になっていること。 

3 文字を正しく整えて書くことができる内容になっ
ていること。 

 
1 各学年で，硬筆を使用する書写の指導をすること
ができる内容になっていること。 

2 毛筆を使用する書写においては，硬筆による書写
の能力の基礎を養う内容になっていること。 
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社会 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 10観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 7 観点 

(共通) 
1 社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究できる

内容になっていること。 

2 地域や我が国の国土の地理的環境、現代社会の仕

組みや働き、地域や我が国この歴史や伝統などを通

して社会生活について理解できる内容になってい

ること。 
 
 
 
3 様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べ
まとめることができる内容になっていること。 

 
 
 
4 社会的事象の特色や相互の関連、意味を多角的に
考えたり、社会に見られる課題を把握して、その解
決に向けて社会への関わり方を選択・判断したり、
考えたことや選択・判断したことを適切に表現でき
る内容になっていること。 

 
5 社会的事象について、よりよい社会を考え主体的

に問題解決しようとする態度を養うことができる

内容になっていること。 

6 地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員と

しての自覚、我が国の国土と歴史に対する愛情、我

が国の将来を担う国民としての自覚、世界の国々の

人々と共に生きていくことの大切さについての自

覚を養うことができる内容になっていること。 

7 世界の国々との関わりや政治の働きへの関心を高

めるような内容になっていること。 

8 自然災害時における地方公共団体の働きや地域の

人々の工夫・努力等がわかる内容になっているこ

と。 

9 少子高齢化やグローバル化等による地域社会の変

化や情報化に伴う生活や産業の変化がわかる内容

になっていること。 

 
10 各学年において、地図や各種の資料などを適切に
活用し、我が国の 47 都道府県の名称と位置、世界

 
1 広い視野から地域社会や我が国の国土に対する理

解を深め，日本人としての自覚をもって国際社会で

主体的に生きていくための基盤となる知識・技能を

身に付けることができる内容になっていること。 

2 我が国の歴史や文化を大切にし，持続可能な社会

の実現など，よりよい社会の形成に参画する資質や

能力の基礎を培うことができる内容になっている

こと。 

 
3 観察，調査したり，地図や統計，年表などの各種の
基礎的資料を効果的に活用したり，社会的事象の意
味や働きなどについて考え，表現したりすることが
できる内容になっていること。 

 
4 社会的事象を公正に判断し，社会的な見方や考え
方を養うことができる内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 各学年において，地図や統計資料などを効果的に
活用し，我が国の都道府県の名称と位置を身に付け

７つに細分化 
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の大陸と主な海洋の名称と位置を身に付けること
ができる内容になっていること。 

(第 3学年) 

身近な地域や市区町村の地理的環境、地域の安全を守

るための諸活動や地域の産業と消費生活の様子、地

域の移り変わりを理解できる内容になっているこ

と。また、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会

の一員としての自覚を養うことができる内容にな

っていること。 

(第 4学年) 

都道府県の地理的環境の特色、地域の人々の健康と生

活環境を支える働きや自然災害から地域の安全を

守る諸活動、地域の伝統と文化や地域の発展に尽く

した先人の働きが理解できる内容になっているこ

と。また、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会

の一員としての自覚を養うことができる内容にな

っていること。 
(第 5 学年) 
我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状、社会
の情報化と産業の関わりについて国民生活との関
連を踏まえて理解できる内容になっていること。ま
た、我が国の国土に対する愛情、我が国の産業の発
展を願い我が国の将来を担う国民としての自覚を
養うことができる内容になっていること。 

(第 6 学年) 
我が国の政治の考え方と仕組みや働き、国家及び社会
の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文
化遺産、我が国と関係の深い国の生活やグローバル
化する国際社会における我が国の役割について理
解できる内容になっていること。また、我が国の歴
史や伝統を大切にして国を愛する心情、我が国の将
来を担う国民としての自覚や平和を願う日本人と
して世界の国々の人々と共に生きることの大切さ
についての自覚を養うことができる内容に成って
いること。 

ることができる内容になっていること。 
 
（第３学年及び第４学年） 

自分たち住んでいる地域の社会生活を理解すること

ができ，地域社会の一員としての自覚を持ち，地域

社会に対する誇りと愛情を育てることができる内容

になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（第５学年） 
が国の国土と産業の様子や特色を理解することがで
き，環境の保全や自然災害の防止の重要性，我が国
の産業の発展や社会の情報化の進展についての関心
と国土に対する愛情を育てることができる内容にな
っていること。 
 
（第６学年） 
 我が国の歴史や政治の働き，我が国と関係の深い
国の生活や国際社会における我が国の役割について
理解することができ，我が国の歴史や伝統を大切に
し，国を愛する心情や，平和を願う日本人として世
界の国々の人々と共に生きていこうとする自覚を育
てることができる内容になっていること。 

 
  

２つに細分化 
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地図 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 7 観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 6 観点 

1 地図や統計などの各種の基礎的資料を効果的に活
用し、社会的事象の意味や働きなどについて考
え、調べたことや考えたことを表現することがで
きる内容になっていること。 

 
2 我が国の 47都道府県の名称と位置、世界の大陸

と主な海洋の名称と位置、世界における我が国の

位置、国土の構成、領土の範囲などが理解できる

内容になっていること。 

3 県の特色や国土の地理的環境の特色や産業の関わ

り、国民生活との関連を考えることができる内容

になっていること。 

 
4 方位や主な地図記号を理解し、活用することがで
きる内容になっていること。 

 
5 近隣の諸国の正式な国名が分かるとともに、我が
国や諸外国には国旗があることを理解し、それら
を尊重する態度を養う内容になっていること。 

 
6 児童が興味・関心をもって、我が国とつながりが
深い国を選択して調べることができる内容になっ
ていること。 

 
7 資料等は最新のものであり、適切に出所・出典が
明示された内容になっていること。 

1 地図や統計などの各種の基礎的資料を効果的に活
用し，社会的事象の意味や働きなどについて考
え，調べたことや考えたことを表現することがで
きる内容になっていること。 

 
2 都道府県の名称と位置，世界の主な大陸と海洋，

主な国の名称と位置，我が国の位置と領土などを

調べ，県や市の特色や国土の環境と人々の生活や

産業との関連を考えることができる内容になって

いること。 
 
 
 
3 方位や主な地図記号を理解し，活用することがで
きる内容になっていること。 

 
4 近隣の諸国の正式な国名が分かるとともに，我が
国や諸外国には国旗があることを理解し，それら
を尊重する態度を養う内容になっていること。 

 
5 児童が興味・関心をもって，我が国とつながりが
深い国を選択して調べることができる内容になっ
ていること。 

 
6 資料は最新のものであり，適切に出所・出典が明
示された内容になっていること。 

 
 
  

２つに細分化 
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算数 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 13観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 10観点 

1 数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通
して、日常生活や社会の事象等について数量や図
形に着目して問題を発見し解決するとともに、解
決過程を振り返ることで、結果の意味を考察した
り、概念を形成したりする内容になっているこ
と。 

2 〔A 数と計算〕、〔B_図形〕、〔C 測定〕、〔C 変化と
関係〕及び〔Dデータの活用〕の 5 領域間の指導
の関連を図ることができる内容になっているこ
と。その際、数学的活動を通して指導することが
できる内容になっていること。 

 
3 〔A数と計算〕の領域では、次の 3点が重視され

た内容になっていること。 

(1)整数、小数及び分数の概念を形成し、その性質に

ついて理解するとともに、数についての感覚を豊

かにし、それらの数の計算の意味について理解.

し、計算に習熟すること 

(2)数の表し方の仕組みや数量の関係に着目し、計算

の仕方を既習の内容を基に考えたり、統合的・発

展的に考えたりすることや、数量の関係を言葉、

数、式、図などを用いて簡潔に、明確に、又は、

一般的に表現したり、それらの表現を関連付けて

意味を捉えたり、式の意味を読み取ったりするこ

と 

(3)数や式を用いた数理的な処理のよさに気付き、数

や計算を生活や学習に活用しようとする態度を身

に付けること 

 

4 〔B図形〕の領域では、次の 3点が重視された内

容になっていること。 

(1) 基本的な図形や空間の概念について理解し、図

形についての豊かな感覚の育成を図るとともに、

図形を構成したり、図形の面積や体積を求めたり

すること 

(2) 図形を構成する要素とその関係、図形間の関係

に着目して、図形の性質、図形の構成の仕方、図

形の計量について考察すること、図形の学習を通

して、筋道立てた考察の仕方を知り、筋道立てて

説明すること 

1 日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考
え，表現する能力を育てるとともに，算数的活動
の楽しさや数理的な処理のよさに気付き，進んで
生活や学習に活用しようとする態度を育てる内容
になっていること。 
 

2 〔Ａ 数と計算〕，〔Ｂ 量と測定〕，〔Ｃ 図形〕
及び〔Ｄ 数量関係〕の間の指導の関連を図るこ
とができる内容になっていること。その際，算数
的活動を通して指導することができる内容になっ
ていること。 

 
3 〔Ａ 数と計算〕の領域では，整数，小数，及び

分数の意味と表し方を理解すること，数について

の感覚を豊かにすること，また，計算の意味を理

解し，計算の仕方を考え，計算に習熟し活用する

ことが重視された内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 〔Ｃ 図形〕の領域では，図形の意味と性質につ

いて理解すること，図形についての感覚を豊かに

すること，図形の性質を見出したり説明したりす

る過程で数学的に考える力や表現する力を育てる

内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 

３つに細目化 

３つに細目化 
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(3)図形の機能的な特徴のよさや図形の美しさに気付

き、図形の性質を生活や学習に活用しようとする

態度を身に付けること 
5 〔C測定〕の領域では、次の 3点が重視された内

容になっていること。 

(1) 身の回りの量について、その概念及び測定の原

理と方法を理解するとともに、量についての感覚

を豊かにし、量を実際に測定すること 

(2) 身の回りの事象の特徴を量に着目して捉え、量

の単位を用いて的確に表現すること 

(3) 測定の方法や結果を振り返って数理的な処理の

よさに気付き、量とその測定を生活や学習に活用

しようとする態度を身に付けること 

 

6 〔C変化と関係〕の領域では、次の 3点が重視さ

れた内容になっていること。 

(1) 伴って変わる二つの数量の関係について理解

し、変化や対応の様子を表や式、グラフに表した

り読んだりするとともに、二つの数量の関係を比

べる場合について割合や比の意味や表し方を理解

し、これらを求めたりすること 

(2) 伴って変わる二つの数量の関係に着目し、表や

式を用いて変化や対応の特徴を考察するととも

に、二つの数量の関係に着目し、図や式などを用

いてある二つの数量の関係と別の二つの数量の関

係の比べ方を考察し、日常生活に生かすこと 

(3) 考察の方法や結果を振り返って、よりよい解決

に向けて工夫・改善をするとともに、数理的な処

理のよさに気付き、数量の関係の特徴を生活や学

習に活用しようとする態度を身に付けること 

 
7 〔Dデータの活用〕の領域では、次の 3点が重視

された内容になっていること。 

(1) 目的に応じてデータを集めて分類整理し、適切

なグラフに表したり、代表値などを求めたりする

とともに、統計的な問題解決の方法について知る

こと 

(2) データのもつ特徴や傾向を把握し、問題に対し

て自分なりの結論を出したり、その結論の妥当性

について批判的に考察したりすること 

(3) 統計的な問題解決のよさに気付き、データやそ

の分析結果を生活や学・習に活用しようとする態

 
 
 
4 〔Ｂ 量と測定〕の領域では，様々な量の単位と

測定について理解すること，量の大きさについて

の感覚を豊かにすること，基本的な図形の面積や

体積の求め方などが重視された内容になっている

こと。 

 
 
 
 
 
 
6 〔Ｄ 数量関係〕の領域では，数量についての事

柄を，言葉や数，式，表，グラフなどによって表現

すること，２つの数量の間の変化や対応の規則性に

着目して問題を解決することで，関数の考え方を育

てることが重視された内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３つに細目化 
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度を身に付けること 

 
8 思考力、判断力、表現力等を育成するため、各学
年の内容の指導に当たっては、具体物、図、言
葉、数、式、表、グラフを用いて考えたり、説明
したり、互いに自分の考えを表現したり伝え合っ
たり、学び合ったり、高め合ったりするなどの学
習活動を積極的に取り入れることができる内容に
なっていること。 

 
 
 
 
 
9 数量や図形についての感覚を豊かにしたり、表や
グラフを用いて表現する力を高めたりするなどの
ため、必要な場面においてコンピュータなどを適
切に活用することができる内容になっているこ
と。 

10 具体物を操作したり、日常の事象を観察した

り、児童にとって身近な算数の問題を解決したり

するなどの具体的な体験を伴う学習を通して、数

量や図形について実感を伴った理解をしたり、算

数を学ぶ意義を実感できる内容になっているこ

と。 

11 〔用語・記号〕が各学年の内容と密接に関連さ

せられており、それらを用いて表したり考えたり

することのよさが分かる内容になっていること。 

 
12 数量や図形についての豊かな感覚を育てるとと
もに、およその大きさや形を捉え、それらに基づ
いて適切に判断したり、能率的な処理の仕方を考
えだしたりできる内容になっていること。 

 
13 筆算による計算の技能を確実に身に付けること

を重視するとともに、目的に応じて計算の結果の

見積もりをして、計算の仕方や結果について適切

に判断できる内容になっていること。 

 
 
8 思考力，判断力，表現力等を育成するため，各学
年の内容の指導に当たっては，言葉，数，式，
図，表，グラフを用いて考えたり，説明したり，
互いに自分の考えを表現したり伝え合ったりする
などの学習活動を積極的に取り入れることができ
る内容になっていること。 

 
9 低学年の〔Ａ 数と計算〕の学習では，そろばん
や具体物などの教具を適宜用いて，数と計算につ
いての意味の理解を深める内容になっているこ
と。 

 
10 数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表
やグラフを用いて表現したりするなどのため，必
要な場面においてコンピューターなどを適切に活
用することができる内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 数量や図形についての豊かな感覚を育てるととも
に，およその大きさや形をとらえ，それらに基づ
いて適切に判断したり，能率的な処理の仕方を考
え出したりすることができる内容になっているこ
と。 

 

 
  

新観点 

削除 

新観点 

新観点 
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理科 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 10観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 7 観点 

1 自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見

通しをもって観察、実験を行うことなどを通し

て、自然の事物・現象についての問題を科学的に

解決できる内容になっていること。 

2 自然の事物・現象についての理解を図り、観察、

実験などに関する基本的な技能を身に付けること

ができる内容になっていること。 

3 観察、実験などを行い、問題解決の力を養うこと

ができる内容になっていること。 

4 自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとす

る態度を養うことができる内容になっているこ

と。 
 
5 〔A物質・エネルギー〕については、自然の事

物・現象について、理科の見方・考え方を働か

せ、問題を追究する活動を通して、以下の(1)～

(3)の資質・能力を育成することができる内容にな

っていること。 

(1) 「エネルギー」、「粒子」といった科学の基本的

な概念等を柱とした内容についての理解を図り、

観察、実験などに関する基本的な技能を身に付け

るようにする。 

(2) 主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力

(第 3学年)、主に既習の内容や生活経験を基に、

根拠のある予想や仮説を発想する力(第 4学年)、

主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力

(第 5学年)、主に仕組みや性質、規則性及び働き

について、より妥当な考えをつくりだす力(第 6学

年)を養う。 

(3) 主体的に問題解決しようとする態度を養う。 

 

6 〔B地球・生命〕については、自然の事物・現象

について、理科の見方・考え方を働かせ、問題を

追究する活動を通して、以下の(1)～(3)の資質・

能力を育成することができる内容になっているこ

と。 

(1) 「生命」、「地球」といった科学の基本的な概念

等を柱とした内容についての理解を図り、観察、

実験などに関する基本的な技能を身に付けるよう

にする。 

1 自然に親しみ，見通しをもって観察，実験などを

行い，自然の事物・現象についての実感を伴った

理解を図ることができる内容になっていること。 

2 事物・現象を比べたり，働きや時間などを関係付

けたり，条件に目を向けて調べたり，制御をしな

がら観察，実験を行ったり，要因や規則性・関係

を推論したりするなどの問題解決の能力の育成が

重視された内容になっていること。 
 
 
 
 
 
3 〔Ａ 物質・エネルギー〕については，物質の性

質や働き，状態変化について，観察，実験を通し

て探究したり，物質の性質などを活用してものづ

くりをしたりすることができる内容になっている

こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 〔Ｂ 地球・生命〕については，生物の生活や成
長，体のつくり及び地表，大気圏，天体に関する
諸現象について，観察やモデルなどを通して探究
したり，自然災害などの視点と関連付けて探究し
たりする内容になっていること。 

 
 
 
 

４つに細分化 

３つに細目化 

３つに細目化 
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(2) 主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力

(第 3学年)、主に既習の内容や生活経験を基に、

根拠のある予想や仮説を発想する力(第 4学年)、

主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力

(第 5学年)、主に働きや関わり、変化及び関係に

ついて、より妥当な考えをつくりだす力(第 6学

年)を養う。 

(3) 生物を愛護する態度(第 3、4学年)や生命を尊重

する態度(第 5、6学年)、主体的に問題解決しよう

とする態度を養う。 

 

7 第 3学年では、生活科の学習との関連が考慮され
た体験的な活動を通して、問題解決の過程の中
で、「理科の見方・考え方」を働かせ、問題を追究
していくという理科の学習の仕方を身に付けるこ
とができる内容になっていること。 

 
8 コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切

に活用することができる内容になっていること。

また、意図した処理を行うよう指示することがで

きるといった体験を通して、身近な生活でコンピ

ュータが活用されていることや、問題の解決には

必要な手順があることに気付くことができる内容

になっていること。 

 
9 生物、天気、川、土地などの指導に、地域の自然
に親しむ活動や体験的な活動を多く取り入れるこ
とができるとともに、生命を尊重し、自然環境の
保全に寄与する態度を養うことができる内容にな
っていること。また、天気、川、土地等の指導で
は、災害に関する基礎的な理解を図ることができ
る内容になっていること。 

 
10 指導内容に応じて博物館や科学学習センターな

どと連携、協力を図ることができる内容になって

いること。また、観察、実験などの指導に当たっ

ては、事故の防止に十分留意した内容になってい

ること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 生活科との関連が考慮され，ものづくりなどの科
学的な体験や身近な自然現象を対象とした自然体
験が重視された内容になっていること。 

 
 
 
7  観察，実験，栽培，飼育及びものづくりについ

ては，指導内容に応じて博物館や化学学習センタ

ーなどと連携，協力を図ったり，コンピュータ

ー，視聴覚機器などを適切に活用したりすること

ができるように配慮されていること。また，事故

の防止に十分留意した内容になっていること。 

 
 
6 生物，天気，川，土地などの指導については，自
然に親しむ活動や体験的な活動を取り入れること
ができるとともに，自然環境を大切にし，その保
全に寄与しようとする態度を育成することができ
る内容になっていること。 

 
 
 
 

 
  

２つに細分化 
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生活 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 7 観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 6 観点 

1 身近な生活に関わる見方・考え方を生かし、自分
と地域の人々、社会及び自然との関わりが具体的
に把握できるような学習活動や校外での学習活動
を.取り入れた内容になっていること。 

 
 
 
2 動植物の飼育・栽培に関する内容については、2
学年間にわたって取り扱われ、動物や植物への関
わり方が深まるよう継続的な飼育、栽培を行うよ
うな内容になっていること。 

 
 
 
3 地域の人々、社会及び自然を生かすとともに、そ
れらを一体的に扱うような学習内容を取り入れた
内容になっていること。 

4 身近な人々、社会及び自然と関わる活動を通して
気付いたことや楽しかったことなどについて、多
様な方法により表現し、考えることを通して、気
付きを確かなものとしたり、気付いたことを関連
付けたりすることができるような内容になってい
ること。 

 
 
5 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に

考えることができるように、見付ける、比べる、

たとえる、試す、見通す、工夫するなどの多様な

学習活動を取り入れた内容になっていること。 

6 具体的な活動や体験を行う際に、身近な幼児や高

齢者、障がいのある児童生徒などの多様な人々と

触れ合うことができる内容やコンピュータなど情

報機器について、児童の発達の段階や生活科の特

質などに応じて適切に活用することができる内容

になっていること。 

 
7 生活上必要な習慣や技能については、人、社会、
自然及び自分自身に関わる学習活動の展開に即し
て身に付く内容になっていること。 

 

1 自分と身近な人々，社会及び自然との関わりに関
心をもったり，自分自身や自分の生活について考
えたりするために，地域の人々，社会及び自然を
生かしながら一体的に扱われ，それらと直接かか
わる活動や体験を重視された内容になっているこ
と。 

 
5 動植物の飼育・栽培に関する内容については，２
学年にわたって取り扱われ，成長や変化，生命の
尊さや育て方などに気付いて世話ができるように
なるなど，動植物についてのかかわり方が深まる
よう継続的な飼育，栽培を行うような内容になっ
ていること。 

 
2 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりに
ついて，校外での活動を積極的に取り入れたり，
情報のやりとりをすることや情報を収集したり発
信したりして，身近な人々とかかわる楽しさを実
感する内容になっていること。 

3 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりに
ついて，校外での活動を積極的に取り入れたり，
情報のやりとりをすることや情報を収集したり発
信したりして，身近な人々とかかわる楽しさを実
感する内容になっていること。 

 
4 具体的な活動や体験を行うに際しては，学校生活

や家庭生活を支えてくれる人々，近所の人々や店

の人などはもとより，身近な幼児，高齢者，障が

いのある児童生徒など多様な人々と触れ合うこと

ができる内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
6 生活上必要な習慣や技能については，人，社会，
自然及び自分自身にかかわる学習活動の展開に即
して身に付く内容になっていること。 

２つに細分化 
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音楽 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 10観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 8 観点 

1 表現及び鑑賞の活動を通して、音楽的な見方・考

え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽と豊か

に関わることができる内容になっていること。 

2 曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解す

るとともに、表したい音楽表現をするために必要

な技能を身に付けることができる内容になってい

ること。 

3 音楽表現を工夫することや、音楽を味わって聴く

ことができる内容になっていること。 

4 音楽活動の楽しさを体験することを通して、音楽

を愛好する心情と音楽に対する感性を育むととも

に、音楽に親しむ態度を養い、豊かな情操を培う

ことができる内容になっていること。 

 
5 〔共通事項〕を要として各領域や分野の関連を図
り、年間を通じて継続的に指導することができる
内容になっていること。 

 
6 歌唱・器楽については、歌唱表現及び器楽表現に

ついての知識や技能を得たり生かしたりしなが

ら、曲の特徴にふさわしい表現を工夫し、どのよ

うに歌う(演奏する)かについて思いや意図をもっ

たり、曲想と音楽の構造や歌詞の内容、曲想と音

楽の構造との関わりや多様な楽器の音色や響きと

演奏の仕方との関わりについて理解したり、思い

や意図に合った表現をするために必要な技能を身

に付けたりすることができる内容になっているこ

と。 

 

7 歌唱については、我が国や郷土の音楽に愛着がも

てるよう、共通教材のほか、長い間親しまれてき

た唱歌、それぞれの地方に伝承されているわらべ

うたや民謡など日本のうたを含めて選択すること

ができる内容になっていること。 

 
8 中学年の器楽については、主旋律の演奏から和音

を用いた演奏や低声部の充実にまで幅広く活用す

ることができる鍵盤楽器や、箏など、無理なく取

り組むことができ、我が国の音楽のよさを感じ取

れる和楽器の中から、児童や学校の実態に応じて

1 音楽のよさや面白さ，美しさを感じるとともに，

思いや意図をもって表現したり，味わって聴いた

りすることができる内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 表現及び鑑賞の活動と〔共通事項〕とを関連させ
て指導することができる内容になっていること。 

 
 
3 歌唱については，曲想を感じ取って歌唱の表現を

工夫し，自分の思いや意図をもって歌うことや，

歌唱の活動を支える歌い方を身に付けることがで

きる内容になっていること。 

4 器楽については，曲想を感じ取って器楽の表現を

工夫し，自分の思いや意図をもって楽器を演奏す

ることや，器楽の活動を支える演奏の仕方を身に

付けることができる内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 高学年の〔Ａ 表現〕については，合唱や合奏，
重唱や重奏などの表現形態を選んで学習すること
ができる内容になっていること。 

 
 

４つに細分化 

２つを統合 

新観点 

詳細化 
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選択できる内容になっていること。また、高学年

の器楽については、合奏において各声部の役割を

生かした演奏ができるよう、楽器の特性を生かし

て合奏で扱う楽器を選択することができる内容に

なっていること。 

 

9 音楽づくりについては、音楽づくりについての知

識や技能を得たり生かしたりしながら即興的に表

現することを通して、音楽づくりの様々な発想を

得たり、音を音楽へと構成することを通して、ど

のように全体のまとまりを意識した音楽をつくる

かについて思いや意図をもったりすることができ

る内容になっていること。また、いろいろな音の

響きやそれらの組合せの特徴や音やフレーズのつ

なげ方や重ね方の特徴が生み出すよさや面白さな

どと関わらせて理解することができる内容になっ

ていること。さらに、発想を生かした表現や、思

いや意図に合った表現をするために、設定した条

件に基づいて、即興的に音を選択したり組み合わ

せたりして表現したり、音楽の仕組みを用いて、

音楽をつくったりする技能を身に付けることがで

きる内容になっていること。 

 

10 鑑賞については、鑑賞についての知識を得たり
生かしたりしながら、曲や演奏のよさなどを見い
だし、曲全体を味わって聴いたり、曲想及びその
変化と、音楽の構造との関わりについて理解した
りすることができる内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
6 音楽づくりについては，様々な音とかかわり，音
の面白さに気付いたりその響きや組合せを楽しん
だりしながら，様々な発想をもって音遊びをした
り，即興的に表現したりすることができる内容に
なっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 鑑賞については，曲想や音楽を形づくっている要
素のかかわり合いを感じ取って聴くことや，楽曲
の特徴や演奏のよさを理解することができる内容
になっていること。 

 
 
8 音符，休符，記号や音楽に関わる用語について
は，音楽活動を通して指導することができる内容
になっていること。 

 
 
  

詳細化 

削除 
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図画工作 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 13観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 7 観点 

1 表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考

え方を働かせ、生活や社会の中の形や色などと豊

かに関わることができる内容になっていること。 

2 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の

感覚や行為を通して理解するとともに、材料や用

具を使い、表し方などを工夫して、創造的につく

ったり表したりすることができる内容になってい

ること。 

3 造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方な

どについて考え、創造的に発想や構想をしたり、

作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたり

することができるようにする内容になっているこ

と。 

4 つくりだす喜びを味わうとともに、感性を育み、

楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養

い、豊かな情操を培う内容になっていること。 

 
5 表現及び鑑賞の活動において、共通に必要となる
資質・能力を示している〔共通事項〕の指導を行
うことができる内容になっていること。 

 
6 〔A 表現〕の「発想や構想」と「技能」に関する
事項を関連付けて扱うことができる内容になって
いること。 

 
7 工作に表すことの内容に配当する授業時数が、絵

や立体に表すことの内容に配当する授業時数とお

よそ等しくなる内容になっていること。 

 
8 各学年の〔A 表現〕及び〔B 鑑賞〕の指導を通し
て、児童が〔共通事項〕ア「自らの感覚を通して
形や色などを理解すること」とイの「自分のイメ
ージをもつこと」との関わりに気付くことができ
る内容になっていること。 

 
9 児童が個性を生かして活動できるようにするた
め、表現や鑑賞を幅広く捉え、児童が経験したこ
とを基に、自分に適した表現方法や材料、用具な
どを選ぶことができる内容になっていること。 

 

1 表現及び鑑賞の活動を通して，感性を働かせなが

ら，つくりだす喜びを味わうようにするととも

に，造形的な創造活動の基礎的な能力を培い，豊

かな情操を養うことができる内容になっているこ

と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 表現及び鑑賞の活動において，共通に必要となる

資質や能力を示している〔共通事項〕の指導を行
うことができる内容になっていること。 

 
3 〔Ａ 表現〕の（２）については，工作に表すこ
とと，絵や立体に表すことが，量的，質的に同程
度になっていること。 

 
 
 
 
 
4 〔Ｂ 鑑賞〕については，「話したり，聞いたり
する」，「話し合ったりする」などの言語活動を充
実させることができる内容になっていること。 

 
 
 
5 個々の児童が特性を生かした活動ができるように
するため，学習活動や表現方法などに幅をもたせ
ることができる内容になっていること。 

 
 

４項目に細分化 

新観点 
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10 〔共通事項〕の「知識」に関する指導に当たっ

ては、次のア～ウの事項に配慮し、必要に応じ

て、その後の学年で繰り返し取り上げる内容にな

っていること。 

ア 第 1学年及び第 2学年においては、いろいろな形

や色、触った感じなどを捉えること。 

イ 第 3学年及び第 4学年においては、形の感じ、色

の感じ、それらの組合せによる感じ、色の明るさ

などを捉えること。ウ第 5学年及び第 6学年にお

いては、動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさ

などを捉えること。 

 
11 材料や用具については、必要に応じて、当該学
年より前の学年において初歩的な形で取り上げた
り、その後の学年で繰り返し取り上げたりするこ
とができる内容になっていること。 

 
12 「思考力、判断力、表現力等」を育成する観点

から、〔共通事項〕に示す事項を視点として、感じ

たことや思ったこと、考えたことなどを、話した

り聞いたり話し合ったりする、言葉で整理するな

どの言語活動が充実する内容になっていること。 

 
13 事故防止のために、造形活動で使用する材料や
用具、活動場所については、安全な扱い方につい
て指導する、事前に点検するなどに配慮した内容
になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 材料や用具については，必要に応じて当該学年よ
り前の学年において初歩的な形で取り上げたり，
その後の学年で繰返し取り上げたりすることがで
きる内容になっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
7 事故防止のために，使用する材料や用具，活動場
所における安全や衛生面などに配慮した内容にな
っていること。 

  
 
  

新観点 

新観点 
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家庭 
（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 10観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 9 観点 

1 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、実践
的・体験的な活動を通して、家庭生活を大切にす
る心情を育み、生活を工夫する楽しさやものをつ
くる喜び、家族の一員としての自覚をもった生活
を実感する内容になっていること。 

2 〔B 衣食住の生活〕、〔C 消費生活・環境〕の内容
については、〔A家族・家庭生活〕と関連させなが
ら取り扱うとともに、他教科等との関連を明確に
し、中学校の学習を見据えた系統的な指導を図る
内容となっていること。 

 
3 実際の生活で生かす場面を設定し、自分の生活が

家庭や地域と深く関わっていることを認識した

り、自分の成長を自覚して実践する喜びに気付い

たりすることができる主体的な学習活動を充実さ

せる内容となっていること。 

4 児童同士で協働したり、意見を共有して互いの考

えを深めたり、家族や身近な人々などとの会話を

通して考えを明確にしたりする対話的な学習活動

を充実させる内容となっていること。 

5 児童が日常生活の中から問題を見いだして課題を

設定し、その解決に向けて解決方法を考え、計画

を立てて実践し、その結果を評価・改善し、更に

家庭や地域で実践するなどの一連の課題解決の過

程に沿った学習展開ができる内容となっているこ

と。 
 
6 〔A 家族・家庭生活〕の内容については、ガイダ
ンスにおいて、生活の営みに係る見方・考え方に
触れる内容を扱うとともに、〔B衣食住の生活〕〔C
消費生活・環境〕の内容と関連させる内容になっ
ていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 実践的・体験的な活動を通して，家庭生活を大切
にする心情をはぐくみ，生活を工夫する楽しさや
物を作る喜び，家族の一員としての自覚を持った
生活を実感する内容になっていること。 

 
2 衣食住などの内容については，家族の生活と関連
させながら取り扱うとともに他の教科等との連携
を図る内容になっていること。 

 
 
 
3 住などの生活の中の様々な言葉を実感を伴って理

解する学習活動や，自分の生活における課題を解

決するために言葉や図表などを用いたり説明した

りする学習活動を充実させる内容になっているこ

と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 家族・家庭に関する内容については，ガイダンス
的な内容であるとともに，〔Ａ 家庭生活と家族〕
から〔D 身近な消費生活と環境〕までの内容と関
連させ，自分の成長が学習全体を貫く視点となる
ような内容になっていること。 

 
5 食生活に関する内容については，五大栄養素の基
礎的事項を扱うとともに食事の役割や栄養を考え
た食事のとり方，調理などの学習活動に重点を置
いた内容になっていること。 

6 活や住生活に関する内容については，人間を取り
巻く環境を快適に整えることへの関心を高め，衣
服と住まいを関連付けて学習できるような内容に

３項目に細分化 
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7 〔B衣食住の生活〕の内容については、学習の効

果を高めるため、2学年にわたって取り扱い、平易

なものから段階的に学習できる内容になっている

こと。 

 
8 〔C 消費生活・環境〕については、売買契約の基
礎、環境に配慮した物の活用などが、〔A家族・家
庭生活〕、〔B 衣食住の生活〕の内容との関連を図
り実践的に学ばせる内容になっていること。 

 
 
 
9 実習については、事故の防止及び安全・衛生に留
意する内容になっていること。 

 
10 児童が身に付けた知識及び技能などを日常生活
に活用することができる内容になっていること。 

なっていること。 
 
 
 
 
 
 
7 身近な消費生活と環境に関する内容については，
身近な物の選び方や買い方，環境に配慮した物の
活用などが，〔Ａ 家庭生活と家族〕，〔Ｂ 日常の
食事と調理の基礎〕及び〔Ｃ 快適な衣服と住ま
い〕の内容との関連を図り実践的に学ばせる内容
になっていること。 

 
8 実習については，事故の防止及び安全・衛生に留
意する内容になっていること。 

 
9 児童が身に付けた知識及び技能などを日常生活に
活用することができる内容になっていること。 

 
 
  

削除 

新観点 
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保健 

（新）令和 2年度使用教科書 採択方針 6 観点 （旧）平成 31 年度使用教科書 採択方針 3 観点 
1 保健の見方・考え方を働かせ、課題を見付け、そ

の解決に向けた学習過程を通して、心と体を一体

として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増

進するための資質・能力を育成する内容となって

いること。 

2 身近な生活における健康・安全について理解する

とともに、その技能を身に付けるようにする内容

となっていること。 

3 健康についての自己の課題を見付け、その解決に

向けて思考し判断するとともに、他者に伝える力

を養う内容となっていること。 

4 健康の保持増進を目指し、楽しく明るい生活を営

む態度を養う内容となっていること。 

 
5 運動、食事、休養及び睡眠については、食育の観
点も踏まえつつ、健康的な生活習慣の形成に結び
つくよう配慮するとともに、保健を除く第 3 学年
以上の各領域及び学校給食に関する指導と関連を
図った内容になっていること。 

 
6 健康な生活、体の発育・発達、心の健康、けがの
防止及び病気の予防について取り上げているこ
と。また、事例などを題材にした話し合いや、実
習、実験など、健康に関する課題を解決する学習
活動ができるような内容になっていること。 

1 生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善し

ていく資質や能力を育成するため，発達の段階を

踏まえて体系化を図った内容となっていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 食事，運動，休養及び睡眠については，食育の観
点も踏まえつつ健康的な生活習慣の形成に結びつ
くように配慮するとともに，保健を除く第３学年
以上の各領域及び学校給食に関する指導と関連を
図った内容になっていること。 

 
3 健康な生活，身体の発育・発達，けがの防止，心
の健康及び病気の予防の内容について，実習，実
験などを取り入れ，習得した知識を活用し，思考
力・判断力等を育成することができる内容になっ
ていること。 

 
 

４項目に細分化 
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令和２年度使用教科用図書採択方針（案） 

（高等学校） 
福岡市教育委員会 

Ⅰ 基本方針 

１ 採択は，関係法令，文部科学省の作成する学習指導要領等を踏まえて，公正かつ適正に行う。 

２ 生徒の実態に即し，かつ，指導に際して適切であるものを採択する。 

３ 「第２次福岡市教育振興基本計画」の趣旨に即したものを採択する。 

４ 「福岡市教育委員会人権教育推進計画」の理念に基づき，人権教育の実践に適したものを採

択する。 

 

Ⅱ 採択における留意点 

  教科用図書の採択にあたっては，次の留意点から検討し，最も適切と思われるものを採択する。 

１ 「生きる力」の育成，知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力のバランス，心の教育の

視点など，学習指導要領の基本的なねらいを踏まえ，各教科の指導が効果的になされるよう

教材が工夫されていること。 

２ 基礎的・基本的な知識・技能が着実に習得されるよう，既に学習した内容の系統的な反復学

習や，練習問題などによる繰り返し学習に関する記述の充実が図られているとともに，発展

的な学習ができるよう配慮されていること。 

３ 生徒の興味・関心を喚起し，主体的な学習がなされるように配慮されていること。また，体

験的な学習や問題解決型の学習が重視されていること。 

４ 生徒の学ぶ意欲を高め，探究する力をはぐくむよう，他教科の関連する内容も取り入れ，学

習内容が実生活・実社会に関連付けられるような記述や話題・題材の充実が図られているこ

と。また，中学校との学習内容の円滑な接続への配慮・工夫がなされていること。 

５ 生徒が家庭でも主体的に自学自習できるよう，丁寧な記述，練習問題，文章量の充実等が図

られていること。 

６ 学習指導要領に示していない内容については，学習指導要領の趣旨に照らして不適切なとこ

ろ，生徒が学習する上で支障を生じるおそれのあるところがないように配慮されていること。 

７ 郷土福岡をはじめ，我が国の自然，歴史，文化等を愛し，守り伝えていくとともに，諸外国

の人々の生活や文化を理解し，尊重する態度の育成に適したものであること。 

８ 本市の状況や学校の特性に適合したものであること。 

９ 教科用図書として，内容の組織，配列，分量，記述の正確性，印刷，製本等基本がふまえら

れているとともに，生徒にとっても使いやすいような創意工夫がなされていること。 

10 高等学校学習指導要領解説の一部改訂【25 文科初第 1159号 平成 26年 1月 28日 高等学校

学習指導要領解説の一部改訂について（通知）】の主旨を踏まえたものであること。 
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【参考】 

25文科初第1159号 平成26年1月28日 高等学校学習指導要領解説の一部改訂について（通知） 

                             （文部科学省初等中等教育局長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂の概要 

(1)領土に関する教育の充実について 

・日本史 A及び日本史 Bにおいて，明治期に我が国の領土がロシアなどとの間で国際的に画定さ

れたことを考察させることや，我が国が国際法上正当な根拠に基づき竹島，尖閣諸島を正式に

領土に編入した経緯を取り上げることを明記したこと。地理 A及び地理 Bにおいて，領土問題

については，北方領土や竹島は我が国の固有の領土であるが，それぞれロシア連邦と韓国によ

って不法に占拠されていること等について，我が国が正当に主張している立場を踏まえ，理解

を深めさせることを明記したこと。また，尖閣諸島については，我が国の固有の領土であり，

また現に我が国がこれを有効に支配しており，解決すべき領有権の問題は存在していないこと

ついて理解を深めさせることを明記したこと。 

・現代社会及び政治・経済において，領土問題について，北方領土や竹島に関し未解決の問題が

残されていることや，現状に至る経緯，我が国が正当に主張している立場を踏まえ，我が国が

平和的な手段による解決に向けて努力していることについて理解を深めさせることを明記した

こと。また，尖閣諸島については，現状に至る経緯，我が国の正当な立場を踏まえ，解決すべ

き領有権の問題は存在していないことについて理解を深めさせることを明記したこと。 

(2)自然災害における関係機関の役割等に関する教育の充実について 

・中学校社会については地理的分野において，高等学校地理歴史については地理 A及び地理 Bに

おいて我が国は，東日本大震災等の大規模な地震や毎年各地に被害をもたらす台風など，自然

災害の発生しやすい地域が多く，災害時においては，消防，警察，海上保安庁，自衛隊等の諸

機関や地域の人々，ボランティアなどが連携して対応していることなどに触れることを明記し

たこと。 
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新旧方針比較対照表（高等学校） 

 

平成 3１年度使用教科用図書採択方針(旧) 令和２年度使用教科用図書採択方針（新） 

１ 採択基準 

(１) 関係法令・規則の定めるところにより，

公正かつ適正に教科用図書を採択す

る。 

(２) 学習指導要領の目標及び内容に即し，

適切に教材を構成した教科用図書を採

択する。 

 (３) 生徒の実態に応じた適切な教科用図書

であり，かつ，指導に際して適切であ

る教科用図書を採択する。 

(４) 「新しいふくおかの教育計画」の趣旨

に即したものを採択する。なお，平成

31年度から次期「福岡市教育振興基本

計画」に移行することにも配慮する。 

 

 

 

 

２ 採択における留意点 

 (１)～(６) （略） 

(７) 「新しいふくおかの教育計画」におけ

ることばを大切にする教育が図られる

ものであること。また，次期「福岡市

教育振興基本計画」の方向性にも配慮

されていること。 

(８) （略） 

(９) 福岡市教育委員会人権教育推進計画の

理念に基づき，人権教育の実践に適し

たものであること。 

(10)～(12) （略） 

Ⅰ 基本方針 

１ 採択は，関係法令，文部科学省の作成す

る学習指導要領等を踏まえて，公正かつ

適正に行う。 

(２) 削除 

 

 

２ 生徒の実態に即し，かつ，指導に際して

適切であるものを採択する。 

 

３ 「第２次福岡市教育振興基本計画」の趣

旨に即したものを採択する。 

 

４ 「福岡市教育委員会人権教育推進計画」

の理念に基づき，人権教育の実践に適し

たものを採択する。 

 

 

Ⅱ 採択における留意点 

 １～６ (略) 

(７) 削除 

 

 

 

 

 ７ （略） 

(９) 削除 

 

 

 ８～10 （略） 
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令和２年度使用教科用図書採択方針 

（特別支援学校高等部） 

福岡市教育委員会 
 

Ⅰ 基本方針 

１ 採択は，関係法令，文部科学省の作成する学習指導要領等を踏まえて，公正かつ適正に行う。 

２  生徒の実態に即し，かつ，指導に際して適切である教科用図書を採択する。 

３ 「第 2次福岡市教育振興基本計画」の趣旨に即した適切な教科用図書を採択する。 

４ 「福岡市教育委員会人権教育推進計画」の理念に基づき，人権教育の実践に適した教科用図

書を採択する。 

 

Ⅱ 採択における留意点 

１ 文部科学省検定済教科用図書採択について 

    高等学校教科用図書採択方針に準ずる。 

 
２ 文部科学省著作教科用図書採択について 

     文部科学省発行の特別支援学校用教科書目録（平成31年度使用）に掲載の図書を採択する。 
 
３ 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書採択について 

 （１）各教科の目標達成に結びつく適切な内容になっていること。 
（２） 図書の採択に当たっては，文部科学大臣の検定を経た下学年用教科用図書又は文部科学

省著作教科用図書の採択を十分考慮すること。 
（３） 文部科学大臣の検定を経た下学年用教科用図書及び文部科学省著作教科用図書以外の図

書を採択する場合には，下記の事項に留意すること。 
ア 生徒の障がいの種類・程度，能力・特性に最もふさわしい内容（文字，表現，さし絵，

取り扱う題材等）のものであること。 
イ 「個別の指導計画」に基づく指導及び評価等に資することができるものであること。 
ウ 内容が精選され，可能な限り体系的に編集されたものであり，基礎的な事項が適切に習

得されるように配慮されているものであること。 
エ 各教科等相互の関連が図られるとともに，具体的な内容が取り上げられるように配慮さ

れているものであること。 
オ 可能な限り学習の見通しを立てたり，学習したことを振り返ったりする活動が行えるよ

う配慮されているものであること。 
カ 進路指導等との関連が図られ，将来の社会的自立を図るために必要な事項が適切に習得

されるよう配慮されているものであること。 
キ 特定の題材又は一部の分野のみを取り扱っている図書，参考書的図鑑類，問題集等は適

切でないこと。 
ク 上学年で使用することとなる教科用図書との関連性を考慮するとともに，採択する図書

の間の系統性にも配慮すること。 
ケ 情報端末機器，ビデオテープ，ＣＤ，ジグソーパズル型などは適切でないこと。 
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コ 全体の分量は，生徒の障がいの種類・程度及び授業時数からみて適切であること。 
サ 分冊本は採択しないこと，また，高額なものに偏らないこと。 
シ 印刷が鮮明であり，文字の大きさ，字体，行間，製本の様式，材料などが生徒の障がい

の種類・程度からみて適切であること。 
ス  卒業後の職業的自立及び就労に結びつく内容・構成になっているもの。 

 （４） 人権感覚に配慮した教材であること。また，生活年齢に配慮した教材であること。 
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新旧方針比較対照表（特別支援学校高等部） 

 
 

平成 3１年度使用教科用図書採択方針(旧) 令和２年度使用教科用図書採択方針（新） 

１ 採択基準 

（１） 関係法令・規則の定めるところにより，

公正かつ適正に教科用図書を採択する。 
 
（２） 学習指導要領の目標及び内容に即し，

適切に教材を構成した教科用図書を採択

する。 
（３） 生徒の実態に応じた適切な教科用図書

であり，かつ，指導に際して適切である

教科用図書を採択する。 
（４） 「新しいふくおかの教育計画」の趣旨に

即したものを採択する。なお，平成 31 年

度から次期「福岡市教育振興基本計画」に

移行することにも配慮する。 
 
 
 

 

２ 特別支援学校高等部の教科用図書採択にお

ける留意点 

（１）～（３） （略） 
 ①～④ （略） 
 

Ⅰ 基本方針 

１ 採択は，関係法令，文部科学省の作成す

る学習指導要領等を踏まえて，公正かつ適

正に行う。 
(２) 削除 
 
 
２  生徒の実態に即し，かつ，指導に際して

適切であるものを採択する。 
 
３ 「第２次福岡市教育振興基本計画」の趣

旨に即した適切なものを採択する。 
 

 
４ 「福岡市教育委員会人権教育推進計画」

の理念に基づき，人権教育の実践に適した

教科用図書を採択する。 
 
Ⅱ 採択における留意点 

 
１～３ （略） 
（１）～（４） （略） 
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